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新入職員紹介

世界的な新型 コロナウィ
ルスの蔓延の中 、私たち法
人の使命は、何 よりも利用
者・子どもたち ・職員の健
康・安全に最大限配慮して、
かつ事業を継続 していくこ
とだと考えております。
そのため、高 齢者施設で
は面会のお断り や、保育園
では登園の自粛をお願いし、
皆さま方には大変なご不便・
ご負担をおかけ しており申
し訳ございませ ん。また、
毎年の恒例行事 を中止した
りすることで、 行事を楽し
みにしていた方 にはストレ
スを溜められて いるかと存
じあげます。地 域の様々な
方との交流を通 して、日常
の生活に彩を添 える行事は
とても意義があ り重要視し
ております。
規模を縮小し たり見直し
たりして、今後 は可能な限
りの実施を考えております。

壽 光 会 だよ り

～職務に対する情熱と創意工夫～

令和二年度スタート

新型コロナウィルスに負けるな！
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オンラインによる面会
〒699-0811
出雲市湖陵町
差海 318－1
tel 0853-43-8955
fax 0853-43-0995

澤井 香苗
ヴィラ湖水苑
介護職員

井上 明子

藤原 力

加藤 高史

ヴィラ湖水苑
介護職員

特別養護老人ホーム
看護職員

特別養護老人ホーム
介護職員

小谷 翔吾
特別養護老人ホーム
介護職員

令和３年３月に湖陵町に

皆様からたくさんの善意を頂いています

グループホームを新設予定のため
介護職員を随時募集しています

えくぼ
特別 養護 老人 ホーム 湖水
苑では 、三 月中 旬より 新型
コロナ ウィ ルス 感染予 防の
ため面 会禁 止と させて いた
だいて おり ます 。四月 中旬
より、 ビデ オ電 話での 面会
対応を 始め まし た。現 在は
三通り の方 法（ ライン ・ス
カイプ ・フ ェイ スタイ ム）
でビデ オ電 話を してい ただ
いてい ます 。ま た、ビ デオ
電話の ほか に、 各ユニ ット
職員か ら入 居者 様の近 況と
ご様子 を動 画で 送らせ ても
らうこ とも あり ます。 入居
者様・ ご家 族様 ともに 「久
しぶりに顔が見られてよかっ
た。」 「元 気そ うで安 心し
ました 」と 喜び の声を いた
だいて いま す。 引き続 き、
入居者 様・ ご家 族様が とも
に安心 した 生活 を送っ てい
ただけ るよ う支 援させ てい
ただきたいと思います。
六月 末現 在、 予約に よる

面会を可能にしております。

全国介護付きホーム協会
植樹祭実行委員会
ＪＡやすらぎ会

手紙でのやりとり
牛乳普及協会

島根県
社会福祉法人壽光会 湖水苑本部
TEL0853-43-8955 FAX0853-43-0995
＊特別養護老人ホーム湖水苑
＊ケアサポート相生
＊たいしゃ保育園

TEL43-8955
TEL24-7733
TEL53-2423

このたび島根県、出雲市、全国介護付きホー
ム協会、三原仏壇店、えくぼ、ＪＡやすらぎ会、
ＥＮＥＯＳウィング中国支社より、マスクを寄
贈して頂きました。マスクの品薄状態の中、大
変ありがとうございます。また、全国植樹祭島
根県実行委員会より飾り花、島根県牛乳普及協
会より牛乳をいただきました。
新型コロナウィルス対策のため、３密を控え
ていますが、様々な方からの支援をいただくこ
とで、より絆の大切さを感じました。（敬称略）

〒699-0811 出雲市湖陵町差海318番地1
ホームページ http://jukokai.jp/
＊認知症老人グループホーム湖水苑
＊サービス付き高齢者向け住宅ヴィラ湖水苑

TEL43-0032
TEL43-3950

たいしゃ保育園における食育活動の取組
たいしゃ保育園では、現在１２４名の子どもた
ちの給食とおやつを５名のスタッフで担っていま
す。安全で栄養のバランスのとれた、おいしい給
食とおやつを作ることをこころがけています。
◇旬の食材を使って季節感を味わいます。
◇材料の持ち味を生かして、薄味にします。
◇地元でできた安全な食材を使用します。
◇加工品は避け、手作りを基本とします。
行

事 食

『食育の目標』

クッキング活動

豚汁づくり、クリスマスケーキのデコレーション

保護者への啓発

給食だより、給食試食会、給食・おやつの展示

栽 培・収 穫

各クラスで野菜栽培、地域との収穫体験

ふれあい活動

祖父母と笹巻きづくりやもちつき会、やまめ取り
旬な食材を給食で使う際に筍の皮むきや枝豆の鞘取り

郷 土 料 理

赤貝ごはん、飛び魚料理、うず煮

離乳食（後期）

イチゴ狩り

お花見会

等

等

お 手 伝 い

ふれあい活動（もちつき会）

ヴィラ湖水苑

①お腹がすくリズムの持てる子ども
②食べたいもの、好きなものが増える子ども
③いっしょに食べたい人がいる子ども
④食事づくり、準備にかかわる子ども
⑤食べたいものを話題にする子ども

クリスマス会、ハロウィンパーティー、七五三の祝い

クッキング活動（お団子作り）

特別養護老人ホーム湖水苑

保護者への啓発（給食・おやつの展示）

お手伝い（皮むき）

給食・おやつ

５月１０日に、Ａユニットにおいて、冬からプランター
で育てたいちご狩りを行いました。甘酸っぱくておいしい
苺がたくさんなりました。皆でおいしく食べました。夏に
向けてスイカを植える予定です。

行事食（クリスマス会）

栽培・収穫（野菜栽培）

４月７日に、外にある桜の木の下でお花見会をしました。
今年は、新型コロナウィルスの問題で例年通りのお花見をす
ることができず、カフェラテや焼き菓子を購入し、桜を見な
がらのお茶会となりました。職員がシャボン玉を飛ばし、そ
れを見ながらシャボン玉の歌を皆さんで歌われたり、とても
賑やかな会となりました。

ケアサポート相生

グループホーム湖水苑

お楽しみ昼食会

職員による河内男節・銭太鼓の披露

５月２１日に、『お楽しみ昼食会』を開催しました。新型
コロナウィルス感染拡大防止のため外出が自粛されており、
今年はせっかくの春の花々を見に出掛けることが出来ず楽し
みが少ない中、せめておいしい物でも食べようということで
企画しました。献立は、『割子そば、たまご焼き、紅白かま
ぼこ、冷奴』と普段相生の昼食には出ないメニューで、皆さ
ん「おいしい、おいしい」と大変喜んでおられました。

外出等の自粛が続いております。ご利用者様が少しでも楽
しい気分になって頂けるよう室内での催しを行いました。最
初は職員の手作り歌詞カードを使って歌会を行い、次に職員
が休憩時間等に集まって練習した、河内男節と銭太鼓を披露
しました。その後、いつもよりちょっと豪華な和菓子と煎茶
を頂き、皆さんとても満足した一日になりました。

たいしゃ保育園

居宅介護支援事業所相生

わくわくなかよし会

休止のお知らせ

郷土料理（うず煮）

６月１９日に、ぞう組が例年のお泊り保育の代替えとし
て『わくわくなかよし会』を行いました。宝探しゲームで
は、グループで協力する姿勢も見られ、宝物を見つけた時
の笑顔が印象的でした。その後、風鈴づくりや夕食クッキ
ング（カレーライス）など、いつもはできない活動を一つ
ひとつ楽しみながら参加する姿が見られました。

５月３１日をもちまして、居宅
介護支援事業所相生を休止するこ
ととなりました。
居宅介護支援事業所相生は、平
成１８年２月の開設から１４年３
か月とこれまで多くの方に支えて
頂きました。皆様の長年にわたる
ご厚情に心から感謝申し上げます
と共に、突然の事業休止でご迷惑
をおかけしますことを深くお詫び
申し上げます。長い間本当にあり
がとうございました。

