
K O K I E N  T A Y O R I

高喜苑便り
編集･発行｜済生会鹿児島地域福祉センター／武岡５丁目 51-10
電 話 ０９９-２８４-８２５０（代表）｜ URL http://www.saiseikai-kg.jp/

9
September

2017

第 85号

1

敬老の日を迎えて…

施設周りの木々も色づき始め、穏やかな好季節になりました。皆様いかがお過

ごしでしょうか。

永年にわたり社会のために貢献してきた老人を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨

とした「敬老の日」が今年もやってきます。

鹿児島市では満 88 歳と満百歳の方に「敬老祝い金」・男女最高齢者に「長寿

者祝い金」がそれぞれ支給されます。百歳の方には内閣総理大臣がお祝い状と記

念品（銀杯）を贈呈。昨年の 9 月には本県で 703 名（内鹿児島市 191 名）が表

彰され、百歳以上の総数は 1,365 名。県内最高齢は明治 33 年生まれの 116 歳

で国内でも最高齢者です。

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年に向けて、高齢者が住み慣れた地域

で安心して暮らすことができる社会の実現と、介護保険制度の持続可能性の確保

を目的に、要支援等の軽度の要介護者向けサービスを市町村に移行する「介護予

防・日常生活支援総合事業」が鹿児島市でも本年 4 月にスタートしました。

元気で長生きをしてもらうために受けられるサービスは、訪問介護（調理、洗濯、

掃除などの生活援助）や従来型のデイサービスに 3 時間程度利用のミニデイ型、

運動機能向上のための運動型などが追加。

この事業は、従来の事業者に加えてボランティア、NPO、民間企業、協同組合

など多様な事業主体がサービスを提供するとしていますが、現実的には、ボラン

ティアの組織化など地域住民がお互いに支え合う仕組みづくりがうまく進まず、

受け皿となる担い手の確保が困難との声が聞かれます。

地域の中で、お隣さん同士がお互いに声を掛け合い、困っている人がいたらさ

りげなく手を差し伸べることができる。わが国に連綿として受け継がれてきた麗

しき伝統文化。そんな社会にもどすにはもうしばらく時間がかかりそうです。
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9⽉ ⾏事予定表
⽇曜⽇ ⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

1 2
ＧＨハイランド：⾳楽療法 ケアハウス：美術芸倶楽部
ＧＨ５丁⽬　：⾳楽療法 なでしこの杜：喫茶

武デイ：ボーリング 武デイ：あんかけ焼きそば作り
武デイ：写経 武デイ：タオルでポン！

3 4 5 6 7 8 9
武デイ：あんかけ焼きそば作り ⾼喜苑　：訪問理容 武デイ：花飾り⼩物⼊れ作り ケアハウス　：⾳楽倶楽部 なでしこの杜：移動販売⾞ ケアハウス　：マッサージ なでしこの杜：歌声喫茶
武デイ：バランスタワ 武デイ：お⼿⽟積上ゲ ム なでしこの杜：詩吟 ⺠謡 （ＪＡ 笑味ちゃん号） ＧＨハイランド：⾳楽療法 武デイ：ボ リング

済⽣会⿅児島地域福祉センター

武デイ：バランスタワー 武デイ：お⼿⽟積上ゲーム なでしこの杜：詩吟・⺠謡 （ＪＡ　笑味ちゃん号） ＧＨハイランド：⾳楽療法 武デイ：ボーリング
武デイ：花飾り⼩物⼊れ作り なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨ５丁⽬　：⾳楽療法 武デイ：カードゲーム
武デイ：キックパッカー 武デイ：新聞巻き取りゲーム 武デイ：マグネット作り ⾼喜苑・デイ⾼：⾳楽療法

武デイ：字抜き歌あそび 武デイ：⿂釣りゲーム 武デイ：マグネット作り

10 11 12 13 14 15 16
武デイ：ストローで筒⾶ばし ケアハウス　：買い物外出 ⾼喜苑　：訪問美容 ケアハウス　：喫茶 なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨハイランド：⾳楽療法 ⾼喜苑　：敬⽼会
武デイ：字抜き歌あそび ＧＨハイランド:臨床美術 なでしこの杜：茶話会 （ＪＡ　笑味ちゃん号） ＧＨ５丁⽬　：⾳楽療法 ケアハウス：美術芸倶楽部

武デイ：⿂釣りゲーム 武デイ：キックパッカー なでしこの杜：移動販売⾞ なでしこの杜：敬⽼会
武デイ：ピザ作り 武デイ：ピザ作り 武デイ：バランスタワー 武デイ：新聞巻き取りゲーム 武デイ：お⼿⽟積上ゲーム 武デイ：苑外活動

武デイ：写経 武デイ：写経 武デイ：ぶどうのカード作り 武デイ：リンゴのコースター作り

17 18 19 20 21 22 23
武デイ：苑外活動 ＧＨ５丁⽬:敬⽼会 ⾼喜苑:喜楽会清掃ボランティア ケアハウス：外出⾏事 ケアハウス：映画倶楽部 ⾼喜苑・デイ⾼：⾳楽療法 なでしこの杜：喫茶
武デイ：リンゴのコースター作り ＧＨハイランド:敬⽼会 武デイ：ぶどうのカード作り 　　　　　　　（蓬莱館） なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨハイランド：⾳楽療法

武デイ：ボーリング なでしこの杜：マジックショー ケアハウス：映画倶楽部 ＧＨ５丁⽬：⾳楽療法 武デイ：バランスタワー
武デイ：カードゲーム 武デイ：ストローで筒⾶ばし 武デイ：苑外活動 武デイ：春⾬スープ作り 武デイ：春⾬スープ作り
武デイ：タオルでポン！ 武デイ：お⽉⾒リース作り 武デイ：お⽉⾒リース作り 武デイ：⿂釣りゲーム

24 25 26 27 28 29 30
武デイ：タオルでポン！ ケアハウス：誕⽣会・敬⽼会 ケアハウス・なでしこの杜： ケアハウス　：⾳楽倶楽部 ⾼喜苑　：訪問美容 ケアハウス　：買い物外出 ケアハウス：美術芸倶楽部
武デイ：ウサギのストラップ ⾼喜苑　：訪問美容 出前スーパー（タイヨー） なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨハイランド：⾳楽療法 なでしこの杜：歌声喫茶
　　　　　　　　　　　　作り ＧＨハイランド:臨床美術 なでしこの杜：マンドリン演奏会 ＧＨハイランド：誕⽣会

武デイ：お⼿⽟積上ゲーム 武デイ：バランスタワー なでしこの杜：移動販売⾞ 武デイ：ストローで筒⾶ばし 武デイ：キックパッカー 武デイ：新聞巻き取りゲーム
武デイ：ウサギのストラップ 武デイ：字抜き歌あそび 武デイ：ずんだ餅作り 武デイ：ずんだ餅作り 武デイ：カレンダー作り 武デイ：カレンダー作り

　　　※ＧＨハイランド グループホーム武岡ハイランド
　　　※ＧＨ５丁⽬ グループホーム武岡５丁⽬ ☆　武岡台デイサービスセンター ☆　デイサービスセンター⾼喜苑
　　　※デイ⾼ デイサービスセンター⾼喜苑 　　　　　　パワーリハビリ・カラオケ・⽣活リハビリ等 　　　　　　　敬老会を行います。

　　　※武デイ 武岡台デイサービスセンター 　　　レクリェーションを毎日、日替わりで行っています！武デイ 武岡台デイサ ス ンタ レクリ ションを毎日、日替わりで行っています
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体調不良を早期発見するには、常に健康状態を注意深く観察する
事が必要になってきます。
 ＜注意すべき症状＞

主な症状 要注意のサイン

発　熱

　◇ぐったりしている。　意識がはっきりしていない。

　　呼吸がおかしい、など全身状態がおかしい。

　◇発熱以外に嘔吐や下剤などの症状が激しい。

嘔　吐

　◇発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある。

　◇発熱し、身体に赤い発疹がでている。

　◇発熱し、意識がはっきりしない。

下　痢
　◇便に血が混じっている。

　◇尿が少ない、口が渇いている。

咳、咽頭痛、鼻水 　◇熱があり、痰の絡んだ咳がひどい。

発疹（皮膚の異常）　◇強い痒みの伴う発疹がみられる。

※　ヘルパーは、健康状態の異常を発見したら、サービス提供責任者を
　　通じてご家族や医療機関などに速やかに連絡をしています。
※　皆様が、健康で安心して暮らせるようにこれからも支援をさせてい
　　ただきます。

ホームヘルプステーション　高喜苑

認知症対応型通所介護事業所「デイサービスセンター高喜苑」の運営につきま

しては、これまで多くの皆様方のご支援・ご協力を頂きながら、事業を続けて参

りましたが、この度、厳しい社会環境下にあっても、利用者様の多様なニーズに

柔軟に対応できるように組織体制の見直し・再構築を行い、本年 10 月から「武

岡台デイサービスセンター」と統合して展開することになりました。

皆様方の「デイサービスセンター高喜苑」に対する、長年にわたるご厚情に心

から感謝申し上げますと共に、今後は武岡台デイサービスセンターのご利用・ご

支援をお願い申し上げます。

デイサービスセンター　高喜苑

事業所休止のお知らせ


