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暖心苑

一．暖かい心と笑顔で、利用者の立場に立ったサービス
を提供します。
一．暖かい心と笑顔で、生きがいのある安心した生活が
送れるよう支援します。
一．地域との連携により、熟年者等の福祉・
健康づくりを
推進します。
一．専門的な知識と技術をもった職員を育成します。

経 営 理 念

暖心苑まつり

笑顔いっぱい長寿の集い
〜暖心苑まつり〜

平成二十一年九月二十日︵日︶に一階
ホールにて︑恒例の﹁長寿を祝う集い・
暖心苑まつり﹂を開催いたしました︒そ
の時の様子をご紹介いたします︒

○長寿の利用者様のご紹介
苑長による開会の挨拶の後︑今年も男
性九十才以上の利用者の方六名と女性九
十五才以上の七名の方を長寿の代表とし
て紹介させていただきました︒皆様とて
もお元気なお姿に会場の皆様とともに心
からお祝い申し上げました︒

○パティオ・イカウイー様による歌謡ショー
ゲストとしてパティオ・イカウイー様
をお招きし︑歌謡ショーを行ないました︒
パティオ様は国際的に活躍されているエ
ンターティナーです︒あらかじめ利用者

○少年少女合唱団のコーラス
今年も江戸川区少年少女合唱団の皆様
にお越し頂き︑元気な歌声を披露してい
ただきました︒お揃いのカラフルなＴシ
ャツに身を包み︑歌に合わせたお手玉遊
びをしたり︑懐かしい歌など歌って下さ
いました︒
また︑今年も手作りのプレゼントをい
ただき︑利用者の皆様も大変喜ばれてい
ました︒

○式典
多田区長様より暖かい励ましのお言葉
をいただきました︒今年も江戸川区から
の記念品を受領し︑お礼の言葉を二階の
伊藤榮一様が述べられました︒今年は開
設以来初めて︑百歳を迎えられた方が二
名いらっしゃり︑皆様の姿をご覧になり
区長様もお喜びのご様子でした︒

江戸川区 多田正見区長様より
ご祝辞をいただきました

の方々に歌って欲しい曲を伺い︑馴染みの
ある﹁千の風になって﹂や流行歌など声量
たっぷりの歌声で聞かせてくださいました
また︑ご自身の持ち歌をアレンジして︑
利用者様の名前を入れて歌うなどされ場内
は大変盛り上がりました︒
○昼食会︑午後の催し物
式の後は昼食会を行ないました︒一階で
ご家族とともに会食される方も多く︑皆さ
んとても美味しそうに召し上がっていまし
た︒
午後は各階ごとに︑催し物を行ないまし
た︒二階は田井様のご家族による演奏会・
三階は職員と利用者様によるゲーム大会・
四階は皆様でデザート作りを行ないました
が︑それぞれ楽しく過ごせたようです︒
利用者の皆様︑あらためて敬老の日おめ
でとうございます︒これからもお体に気を
つけて︑お元気にお過ごし下さい︒

平成二十一年七月三十日︵木︶
一階大ホールにおいて︑納涼盆踊
り大会を行いました︒
今年も︑利用者・家族の皆様︑そ
して多田区長様はじめ多くの来賓
の皆様や寿太鼓様︑在宅福祉グル
ープ様︑青山社中の皆様にご協力
いただき︑盛大に行うことが出来
ました︒

第２１回納涼盆踊り大会

平成二十一年八月二十三日
︵日︶一階ホールにおいて︑ビ
アホールを開催いたしました︒
利用者・ご家族の皆様︑普段と
は違う雰囲気の中でアルコール
におつまみ︑そしてゲストの
﹁トロピカルフレンズ様﹂によ
る生バンド・ハワイアンダンス
で真夏の宵のひと時を楽しんで
いらっしゃいました︒

平成二十一年七月三十日︵木︶
一階大ホールにおいて︑納涼盆踊
り大会を行いました︒
今年も︑利用者・家族の皆様︑そ
して多田区長様はじめ多くの来賓
の皆様や寿太鼓様︑在宅福祉グル
ープ様︑青山社中の皆様にご協力
いただき︑盛大に行うことが出来
ました︒

１２月 中 旬

・・・・・・・・・・ クリスマス会

１月 中 旬

・・・・・・・・・・ 初 詣・初 釜

平成二十一年十月二十六日は
﹁葛西臨海水族館﹂へ出かけまし
た︒当日は雨風が強くあいにくの
お天気ではありましたが︑利用者
の皆様も楽しいひと時を過ごすこ
とができました︒

平成二十一年十一月九日は
﹁ディズニーシー﹂へ出かけまし
た︒お天気にも恵まれ︑レストラ
ンでの食事や数々のアトラクショ
ンやショーを楽しむことができま
した︒

主 な 苑 内 行 事 の ご 案 内 （H21年12月 〜H22年1月）

バイ キ ン グ 食
平成二十一年十月一日にバイキ
ング食を行いました︒普段とは違
う雰囲気の中︑メニューも和洋折
衷と品数豊富で利用者の皆様にも
大変好評でした︒

寿司会食
平成二十一年十一月六日に寿司
会食を行いました︒初寿司様︵千
葉市花見川区検見川町︶のご協力
により︑利用者皆様の目の前でお
寿司を握っていただき︑大変好評
でした︒

この度︑一般社団法人都市ガス振
興センターの補助金事業により︑燃
料費の経費削減および地球温暖化問
題による省エネルギー対策を目的と
した︑ガス化工事を行いました︒
工事中は︑当苑ご利用の皆様や近
隣の方々に大変ご迷惑をおかけしま
したが︑一部既存機器撤去を残し無
事に工事を終える事が出来ました︒
ご協力ありがとうございました︒

居室家具︵タンス・棚︶改修
工事︵計画︶について
居室内の家具︵タンス・棚︶の経
年劣化に伴い︑シートの張替え・引
き出し等の新規交換︵一部︶・その
他部分補修等の工事を実施すること
になりました︒工事中は︑利用者・
家族の皆様に大変ご迷惑をおかけす
ることになりますが︑ご理解・ご協
力をお願いいたします︒工期は一月
上旬から三月上旬までの予定です︒
行程表は苑内に掲示もいたします︒

平成二十一年十一月二十九日
音楽クラブ・カラオケクラブの発
表会を行いました︒
講師の先生のご協力により︑皆
様は日頃の練習の成果を発揮で
き︑盛大に行う事が出来ました︒
音楽クラブでは来年の演奏ビデ
オ応募型コンテスト参加に向け今
後も練習を重ねて参りますので︑
皆様応援よろしくお願いします︒
※クラブ作品展示︵絵手紙・手工
芸・書道︶場所↓一階玄関ホール
期間↓十一月二十七日〜十二月十
一日

水曜日コース
火曜日コース

金曜日コース

介護人材確保 一日職場体験・
インターンシップ事業
当苑では︑東京都で実施している
﹁一日職場体験・インターンシップ事
業﹂に︑受入れ施設として登録してい
ます︒
この事業は介護人材の安定的な確保
と育成を支援し︑介護せービスの基盤
整備及び質の向上を図ることを目的と
しております︒
福祉・介護の仕事に関心のある方︑
就労を希望している方は是非お問合せ
ください︒
︵担当・佐藤・若色︶

二十一年度高齢福祉功労者受賞
この度︑東京都より﹁平成二十一年
度高齢福祉功績者知事感謝状﹂を受賞
させていただきました︒これも偏に︑
当苑をご利用くださる皆様やご協力い
ただく関係者の皆様をはじめ︑当法人
役員・評議員の皆様︑そして全職員の
ご支援の賜物であると心より感謝して
おります︒
今後とも︑この賞の名に恥じぬよう
業務に邁進してまいりますので︑ご指
導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいた
します︒
︵事務長・佐藤明人︶

受賞者 佐藤明人

熟年ふれあいセンターで
は︑約一年半に亘って︑各曜
日でペーパークラフトの共同
制作を行ってきました︒
画用紙を定規のサイズに切
り︑鉛筆に巻きつけて︑ボン
ドで貼り絵を作っています︒
一つ一つの部品は小さくて
も︑皆さんの頑張りがつまっ
ています︒
全員で協力して素晴らしい
作品が出来上がりました︒

デイサービス熟年センターより
デイサービス熟年センターより

〜 お知らせ 〜
東京都民(江戸川区民）で「暖心苑」にご寄付をされた場合の税額控除制度

○ 個人住民税の寄付金税額控除制度
一定の団体に個人が寄附をした場合、申告を行うことで個人住民税の一定の額が税額から控除される制度です。
○ 個人都民税の控除対象寄付金
東京都では、所得税の控除対象寄付金のうち、個人都民税からの税額控除の対象となる寄付金として、「都が指定した
寄付金」が税額から控除される制度です。

いつもボランティアに来て頂き、ありがとうございます。
マージャンボランティア様紹介

記

後

集

編

ボランティアのお願い

暖心苑では︑随時ボランティアを
してくださる方を募集しています︒
現在︑シーツ交換のボランティアさ
んを募集中ですが︑その他の活動も
募集しておりますので︑お気軽にご
連絡・ご相談下さい︒ 今後も︑地
域の皆様のご協力をお願い致しま
す︒
ボランティア受入れ担当
やなば

簗場 信子・本間 健一
電話 〇三︵三八七七︶〇一〇〇

暖心苑では︑地震が起きた時の避
難誘導︑火災の初期消火などいざと
いう時のために日々訓練を行ってい
ます︒
九月は消防月間で自衛消防訓練審
査会に参加しました︒
日々の訓練が功を奏したのか︑見
事﹁優秀隊﹂に選ばれました︒火
災現場からの負傷者救助や消火栓
を使って消火訓練を行いました︒

社会福祉法人 東京清音会
特別養護老人ホーム 暖心苑
暖心苑デイサービスセンター
暖心苑さわやか相談室指定居宅介護支援事業所
地域包括支援センター暖心苑さわやか相談室
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利用者担当

今回のひだまりはいかがでしたか？毎回皆様に
楽しんで頂ける紙面づくりを目標に、職員一同協
力していきます。当苑での日常が分かりやすく伝
わればと思います。今後とも宜しくお願いします。

日)

/

(
記入日:

様のご家族へ

通 信 欄

毎月第二︑第四木曜日に磯野
佑好様︑大内修様︑横張陽亮様
の三名の方に来て頂いていま
す︒
いつも参加する渡部様も﹁今
日は勝ったよ！﹂と話されたり
とてもとても楽しみにされてい
ます︒
これからも宜しく
お願いします︒

ご活動中の左から大内様、横張様、磯野様です

