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桜の里「理念」

信 頼
私たちは利用者の方、ご家族の皆様に信頼される
安全で質の高い介護を提供いたします。

尊 重
利用者の皆様の人格を尊重し、常に相手の立場に
立って快適な生活が過ごされるよう努力します。

真 心
家庭的で明るい心のこもった環境づくりに努力し
ます。

桜なみき「理念」
✿住み慣れた地域の中で、今までと変わらない自
分らしい生活を私たちが支えます。

桜なみき「基本方針」
✿入居者の意思を尊重し、安心した暮らしが送れ
るよう努めます。
✿地域との結びつきを大切にし、地域交流の場と
なるように努めます。
✿職員それぞれの専門性を活かし、連携してその
人に寄り添ったケアを行えるよう努めます。
✿入居者のより良い生活のために、職員一人ひと
りが知識と技術の向上に努めます。

新年明けましておめでとうございます。当施設に入所されている皆様も、健やかに新年を
お迎え頂いております。
昨年を顧みますと、やはり熊本地震の発生と、その甚大な被害の状況が先ずは記憶に蘇り

ます。この地震では、多くの建物が倒壊等の被害を受け、その中には、当施設と同様の老人
福祉施設も含まれ、利用者の皆様も大変な恐怖と不安に襲われたものとお察しし、お見舞い
を申し上げます。
当然のことながら、当施設では利用者の皆様に、安心・安全な環境の下で、全職員が利用

者の皆様に寄り添いながら、家庭的で質の高い介護・看護サービスの提供を心がけています。
特に、安心・安全な環境の確保については、身近に然も突然に発生した熊本地震を教訓に、

各種災害を想定した避難訓練等を実施するとともに、感染症及び食中毒の予防等にも十分な
対策を行ってまいります。
今般、国は、社会福祉法等を改正し、社会福祉法人に対して、経営組織の強化見直し、財

務諸表等の開示及び地域における公益的な取組等、従来に増して、その役割と責任を大きく
求めることにしました。当法人も「社会福祉法人」でありますので、この法律改正の主旨に
沿った法人活動を積極的に行ってまいります。
いよいよ、「地域包括ケアシステム」の構築に向かって、具体的な取組が開始されます。

高齢になっても住み慣れた地域の中で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるよう地域資源を活用し支え合うシステムです。当法人も、老人福祉施設として、そのシ
ステム構築に積極的に参加させて頂き、社会福祉法人としての役割を果たしながら、地域の
皆様に信頼される施設運営を行ってまいります。
最後になりますが、今後共に、地域の関係機関及び住民の皆様のご支援ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

新年のご挨拶
施 設 長　　椎　葉　源　二
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餅つき会

クリスマス会

12 月 19日
年末の風物詩である餅つき会です。今年は桜の
里（入所、デイサービス、グループホーム）と桜
なみきが合同で、桜の里地域交流スペースで行い
ました。
今回、永井家族会長様と家族会役員の皆様もか
けつけてくださり、ご利用者様とご家族様、職員
による楽しく賑やかな共同作業を行いました。

12 月 14日
クリスマスを控えた１２月１４日、岩野保育所
の園児の皆様とご利用者様が一緒にクリスマスツ
リーの飾りつけをし、職員も一緒にクリスマス
ケーキを作りました。その後、園児によるクリス
マスの歌や踊りを楽しませていただきました。
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ボランティアの皆様お世話になりました！

傾聴ボランティア様
（多良木町　毎月）

球磨郡レクリエーション協会様
（湯前町　偶数月）

桜月流花扇会様
（平成28年11月9日）

覚井、高瀬老人会奉仕活動 麦の会様
（水上村・湯前町他　毎月）

湯前町から民生委員の皆
様による毎年恒例の慰問が
行われました。民生委員の
皆様は施設を見学されなが
ら、馴染みである湯前町の
ご利用者の方々と歓談の時
間をゆっくり持っていただ
きました。

湯前町民生委員施設慰問

今年も地区の老人会様（覚井・高瀬老人会様）がボランティアで施設内外の清掃活動を
行ってくださいました。また、１年ぶりとなる桜月流花扇会様（あさぎり町他）がバラエ
ティ豊かな内容でご利用者の皆様を楽しませてくださいました。
さらに、桜の里では、「麦の会様（湯前町他）」、「傾聴ボランティア様（多良木町）」が

毎月、そして偶数月に「球磨郡レクリェーション協会様（湯前町他）」が定期のボランティ
ア活動をして下さっています。

11月16日
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ご利用者様の笑顔を見に遠方から来て下さる
ご家族様、ご親戚や知人の皆様、
いつも本当にありがとうございます。

さくらアルバム

―ご家族様とのひとコマ―

かわいい訪問者 岩野小学校みかん狩り
(11 月 21日 )

岩野小学校区大運動会
(10 月 2日 )

さつま芋掘り

干し柿作り 門松作り 柚子湯
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桜の里（西町）に入居され、去る
11 月に逝去されました、揚村ハル
子様のご家族様から、「入居者様に
使っていただきたい。」と、車椅子
３台を寄贈していただきました。揚
村様の思い出と共に大切にいたしま
す！

揚村様ありがとうございました！

社会福祉法人御薬園ご利用者様、ご家族様と地域包括
支援センター、湯前町社協職員の皆様を桜の里の地域交
通スペースにお招きし、「第 4回ご利用者家族交流会」
を開催いたしました。
今回は、人吉リハビリテーション病院のリハビリ担当
職員４名のご協力を得て、「転倒予防教室」をメインに
行いました。その後、ご利用者に提供されるのとほぼ同
じ食事をご家族様と職員が一緒に頂きました。体を動か
した後の食事とあって、ご家族様との会話も賑やかに弾
んでいました。

地域密着型特別養護老人ホームなみきの消防
訓練を実施しました。今回も発見・通報・初期
消火と 2階、3階からのご利用者の避難誘導・
搬送訓練を、上球磨消防署東分署の担当署員様
に確認いただきました。そして、後半は消火器
を使った初期消火訓練をご指導いただきまし
た。
上球磨消防署指導担当職員の皆様、ご指導誠
にありがとうございました。

平成 28年度　社会福祉法人御薬園利用者家族交流会 11月20日

桜なみき消防訓練 10月30日



さ く ら 通 信 第 38号／平成 29年 1月 1日発行（6）

◉ご家族様へ

桜なみきの西リーダーの次男、「真宏」くんです。
５ヶ月で 9㎏と、パパ譲りのいい体格をしてい
ます。将来が楽しみです！！

平成 29年 1月～ 3月の行事予定
月 ボランティア※ 特別養護老人ホーム 桜の里 特別養護老人ホーム 桜なみき デイサービス 桜の里 グループホーム 桜の里 研修会・その他

１月
麦の会(湯前町他)
傾聴ボランティア(多良木町)
球磨郡レクリェーション協会(湯前町他)

新年会（初詣） さくらの里一周駅伝大会
救急救命講習
施設内研修

２月 麦の会(湯前町他)
傾聴ボランティア(多良木町)

節分豆まき
施設内研修

消防訓練

３月
麦の会(湯前町他)
傾聴ボランティア(多良木町)
球磨郡レクリェーション協会(湯前町他)

人吉球磨ひな祭りドライブ
入社式
施設内研修桜花見ドライブ

消防訓練
※ボランティア活動にご協力いただける団体様は随時受け付けをいたしておりますのでお気軽に声をかけてください。

現代介護の
基礎知識

介護保険外のサービスについて
―その1―

（公的）介護保険で利用できるサービス以外に、市町村や民
間業者が実施しているサービスがあります。これらのサービ
スと介護保険サービスとの組み合わせで生活の質を向上させ
ることができます。このようなサービスは介護保険で認定さ
れない人が利用することもできます。以下にその一例を紹介
します。

介護に関する悩みや相談をいつでも受け付けいたします

一人暮らしや高齢者世帯で食事作りが困難な場
合に昼食や夕食を自宅に届けます。

宅配食サービス1

高齢者を対象に、食事、洗濯、掃除、買い物、
外出の介助、留守番、話し相手など日常的な家
事援助のサービスを提供します。

家事援助サービス2

市町村やシルバー人材センターなどのサービス
として、支援が必要な高齢者に対し、自宅から
病院や福祉施設等までの送迎サービスを行いま
す。

送迎・移送サービス3

一人暮らしや高齢者世帯で寝具の衛生管理が困
難な人を対象に、寝具の丸洗い、乾燥、消毒を
専用の車両を自宅に配車して実施します。

寝具の丸洗い・乾燥4

高齢者のガスの消し忘れによる火災事故等を防
ぐために電磁調理器を購入する家庭に購入時の
助成を行います。

電磁調理器等の購入助成5

一人暮らし高齢者の方の見守り、話し相手、外
出（散歩）支援など日常生活を
支援するサービスです。

高齢者見守りサービス6

市町村では徘徊高齢者の早期発見と事故防止の
ために地域内の事業所や警察署などとネット
ワークを構築し、ご家族の依頼などにより登録
された高齢者に対する見守りサービスを実施し
ています。

7

桜の里居宅介護支援事業所　猪原　清

徘徊高齢者見守りサービス


