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社会福祉法人いつつ星会

あぁ～ きもちいぃ～ （二戸高等看護学院の学生によるハンドマッサージ）

いつつ星会は最善の福祉サービスの実現を目指します。

私たちは、ともに歌い、ともに踊り、ともに泣き、ともに笑い、ともに愛し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともに生きることを最高の喜びとします。

社会福祉法人いつつ星会経営理念

平成二十五年　年頭のご挨拶
　新年おめでとうございます。
皆様におかれましては輝かしい年明けをお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて、今年いつつ星会は、平成15年6月23日に法人登記をしてからちょうど10周年を迎
えます。この間幾多の困難もございましたが、皆様のご指導ご鞭撻によりましてなんとか10年
の節目を迎えることが出来るのではと思っております。開所当初はユニットケア施設や、20
床という小規模の施設は他にはあまり無く手探り状態での運営でした。しかし今では県内で
もユニットケア施設や小規模の施設も増えてまいりまして、つくづく時代の流れというものを
感じております。今後も地域に密着しよりきめの細かいケアが求められることから、いつつ星会の理念であります
「最善の福祉サービス」の実現を目指しまして、職員一同一生懸命努力してまいりたいと思います。
　最後に皆様方のご健勝をご祈念申し上げまして新年のご挨拶といたします。

社会福祉法人　いつつ星会　　
理事長　中　田　專　市　

新春号の

ベスト

ショット！



わくわく新春コラム

－２－

　新春のお慶びを申し上げます。

　地域でも高齢化が進み、独居の高齢者がますま

す増えることが予想されます。住み慣れた家であ

るいは地域で安心して老後の生活を送れるよう、

より良い福祉サービスを私たちは提供していかな

ければなりません。

　介護だけでなく、医療や福祉とも連携を深めど

のような状態であっても地域でできるだけ生活が

できるようにしていきたいと思っています。

　今年いつつ星会は１０周年を迎えます。地域の

現状に向き合いよりよい介護福祉の一助になれる

よう努力してまいります。

　本年もよろしくお願いいたします。

社会福祉法人いつつ星会  常務理事

特別養護老人ホーム 白梅荘 施設長

　　　　　　　　　　  中田　勇司

皆様、明けましておめでとうございます。
　例年に比べ寒い日が続いておりますが、入居者
の皆様もお変わりなく、静かなお正月を迎えるこ
とができました。
　今年は、わくわく荘、紅梅荘が開設し御陰さま
で10年目を迎えます。全くゼロからのスタートで
したが、今こうして地域に認知され運営できます
こと、ひとえに皆様のお力添えの賜物と感謝申し
上げます。
　今年は節目の年となります。今まで以上に入居
者の生活の質の向上を目指し皆様のご意見を伺い
ながら職員一丸となり取り組んでまいります。 
　在宅部門の要、居宅介護支援事業所も昨年より
ケアマネージャを一人増員し、３人体制でサービ
スにあたっております。又、訪問介護事業所にお
いても色々なニーズに応えるべく努力してまいり
ます。
　そして、地域の方々が在宅生活を継続できるよ
う支援してまいります。
 　今年も地域の皆様と共に 歩んでまいりたいと思
います。よろしくお願いいたします。

特別養護老人ホームわくわく荘 施設長
養護老人ホーム紅梅荘 施設長
訪問介護事業所 管理者
居宅支援事業所 管理者　中田美保子

　新年､あけましておめでとうございます。
　旧年中は、デイサービスセンターおからぎ、グ
ループホームおからぎ、いつつ星会在宅部門の運
営にご指導、ご協力いただきまして、誠にありが
とうございました。
　デイサービスセンターおからぎは、今年６年目
を迎えます。最近では定員いっぱいの日も多く、
ご利用者の皆様へは、ご迷惑をおかけすることが
あるかもしれません。皆様のご要望に副えるよう
努力してまいりますので、お気軽にご意見を頂け
ると幸いです。また、グループホームおからぎも
今年３年目を迎え、ご利用者様もだいぶホームの
生活に慣れてきたご様子です。今年度は、両事業
所ともご利用者様の健康の維持、認知症の周辺症
状の軽減を図れるよう自立支援介護をますます推
進していきたいと考えております。そのために、
職員の介護技術の向上、研修体制・評価体制を充
実していきたいと考えております。そして、地域
の皆様との関わりを増やしていけるよう、様々な
企画をしてまいりたいと思っております。
　在宅の福祉ニーズもますます高まってくる中、
本年も、従業員一同、サービスの向上に努力して
まいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしく
お願い致します。

デイサービスセンターおからぎ 管理者
グループホームおからぎ 管理者
いつつ星会 在宅部門部長
　　　　　　　　　　　 佐藤　祐司

　平成25年もスタートしました。
　今年も昨年同様、よろしくお願い致します。
　平成16年の開所から、早いもので10年目を数え
るまでになりました。当初、50名弱の職員で始
まった法人も、今では100名を超える大所帯にな
りました。様々な出会いや別れを繰り返し、学
び、教えられ、反省する日々でした。その中、や
はり「人」と接して仕事をする事の喜びは変わり
ませんでした。情熱と計画性、実行力を持ち、反
省できる素直な気持ちで仕事をしていきたい、
「温故知新」の気持ちで仕事ができればと思って
います。
　来年度は白梅荘も増床になり、施設部門の拡充
が計画されています。いつつ星会の理念を忘れ
ず、それを実現できるようなシステムを作ってい
ければと思っています。法人組織の強化、整備が
今年の課題かと感じています。
　職員が働きやすく、そしてお客様が笑顔で生活
できる施設作りを目指し、10年目もみんなで頑
張っていますので、ご指導の程よろしくお願い致
します。

特別養護老人ホーム白梅荘 副施設長

いつつ星会 施設部門部長

　　　　　　　　　　　 立花　広美



養護老人ホーム　紅梅荘
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大きな口でガブリッ！！

サンタさん帽子が　　　　
　とってもお似合いですっ♥

キメ顔でピースサイン★

クリスマス忘年会

「カニ捕まえたよ♪」

　10月５日はみんなで
おいしいさんまをいた
だきました!!

あまりのおいしさに
さんまの頭からかぶり
つく人も・・・（笑）

　12月７日は紅梅荘のクリスマス忘年会。

おいしいごはんを食べて、カラオケを楽しみ、

　最後はサンタさんからのプレゼント♪♪

みなさまとても楽しまれているご様子でした。

プレゼントいただきましたっ★

おいしそうなごちそうが
いーっぱい♪

バ
ス
ハ
イ
ク みんなで記念撮影！

（八戸・蕪島神社前にて）秋刀魚焼き



特別養護老人ホーム わくわく荘

－４－

餅つき会

　「よいしょー、よいしょー」の掛け声とともに
たくさんのおもちをつきました。あんこ、くるみ、
きなこをつけ、頂きました。
　今年もよい正月を迎えることが出来ました。

　12月７日にクリスマス忘年会が行
われました。感染症予防の面からご家
族様と一緒に過ごせず大変残念でした
が、楽しくクリスマス会をやることが
出来ました。
　今年はビンゴ大会の景品が豪華で当
たった方はとても喜ばれておりました。
サンタさんからのプレゼントやたくさ
んのご馳走に皆様からすばらしい笑顔
がみられました。

　毎年恒例となっており
ますそば打ち会。今年も
友の会の皆様のご協力の
もと、おいしい蕎麦を頂
くことが出来ました。
「はっとうめーなー」と
いう声がたくさん聞かれ
ました。

そ
ば
打
ち
会

そ
ば
打
ち
会

クリスマス忘年会



特別養護老人ホーム  白梅荘

－５－

ふくおか幼稚園来荘 寿
司
屋
台

紅白どっちの玉がいっぱい入るかな～それ～♪

クリスマス会
「水梨一座」の皆様のうたや踊りを
楽しみました。
　ビンゴゲームも盛り上がりました。



デイサービスセンター  おからぎ

グループホーム  おからぎ

－６－

メリークリスマス
　今年のプレゼントは居室担当
が選びました。気に入っていた
だけるとありがたいです。

クリスマス会

　松の丸幼稚園の園児の皆さんによる
楽しい踊りで、華やいだクリスマス会
になりました。かわいい天使たちから、
たくさんのほほ笑みをいただきました。

げんこつ山のたぬきさん～と歌いながら、
一緒に手遊びを…楽しいひとときでした♪

収穫祭収穫祭
　わくわく荘の敷地内に
ある畑を借りて育ててい
たサツマイモが、収穫の
時期を迎えました。畑を
掘ってみるとゴロゴロ小
ぶりながらも形の良いサ
ツマイモが採れました。



いつつ星会居宅介護支援事業所

－７－

いつつ星会訪問介護事業所では介護保険サービス
のほか介護保険外の自費ヘルパーサービスも提供
させて頂いております。詳しいサービス内容につ
いては下記までお気軽にお問い合わせください。

０１９５ｰ２３ｰ８９８７（担当：春日川）

着替えと服は
このタンスに…

「一緒に廊下の散歩を
行いましょう！」

忘年会では、体にムチ打って激しく踊りました・・・。
ハァーハァー・・・。

昨年の7月から阿部ヘルパーも加わり、
頑張っております。
今年もよろしくお願いします。

　今回はショートステイ利用中のＭ様を、ご家族様と
一緒に訪ねた時の様子をご紹介させて頂きます。

Ｍ様は、ムードメーカーで、
とても助かっています。
（職員のコメント）

皆さんと仲良く生活している様子を見て、
娘さんも一安心ですネ。　　（担当：山舘）

☎２３－００１８ お気軽にお電話ください！

よく来たネ。
まず、ここさ
すわって。

エッ、
わたしを
忘れたの？

冗談だよ。娘を忘れ
るわけないでしょう。
名前は何だっけ？

いつも
すみませんネ。
ところでどちら
さんですか？



・養護老人ホーム紅梅荘・特別養護老人ホームわくわく荘
・わくわく荘ショートステイサービス　
　　　電話  0195-23-8989　Fax  0195-23-8999
・いつつ星会訪問介護事業所
　　　電話  0195-23-8987　Fax  0195-23-8981
・いつつ星会居宅介護支援事業所
　　　電話  0195-23-0018　Fax  0195-23-8981
・いつつ星会デイサービスセンターおからぎ
　　　電話  0195-22-4139　Fax  0195-22-5139
・グループホームおからぎ
　　　電話  0195-43-3035　Fax  0195-43-3036
・特別養護老人ホーム白梅荘・白梅荘ショートステイサービス
　　　電話  0195-23-8070　Fax  0195-23-8065

真心こめてわくわくサービス

［本部］ 岩手県二戸市仁左平字横手６番地１
　　　 TEL 0195-23-8989　FAX 0195-23-8999
　　　 URL：http://www.itutuboshi.com

法人からのお知らせ版
ご寄付・ボランティア

お客さまの声　～こんな声が寄せられました～

紅梅荘・わくわく荘・白梅荘・おからぎ（平成24年10月～12月）

【グループホームご利用者様よりご意見】
　お風呂に入る時や、お風呂からあがる時につか
まる所が欲しい。

【答え】
　不自由させて大変申し訳ありませんでした。至急、
浴槽に位置を変えることのできる手すりを設置しま
した。安心して入浴していただけるよう、今後も安
全確保に努めてまいります。
　遠慮なく何でも話せるよう環境作りをしていきま
すのでこれからもよろしくお願い致します。

【グループホームご利用者様よりご意見】
　毎日、外を見て散歩がしたい。

【答え】
　皆様に安全に散歩していただけるよう、夏の猛暑、
冬の降雪など、天候を考慮しております。
　春になりましたら元気に散歩に出かけましょう。

【ご寄付】
　阿部興子 様（碁盤・碁石）
　山本　愛 様（タオル）
　扇田サト 様（印鑑ケース）
　　その他にも、ヘルパーを

　ご利用されているお客様か

　ら、ちぎり絵のはし袋や巳

　年のちぎり絵色紙を頂戴し

　ました。

【ご遺族様よりご寄付】
　泉山カツ 様
　長畑勝美 様

皆様、ありがとう
ございます。

【ボランティア】
　わくわく倶楽部（散髪介助）
　囲碁、将棋の会様
　健康マージャン愛好会様
　ふくおか幼稚園
　　もも組・ぞう組・きりん組のみなさん
　　　　　　　　　　（歌・踊り・ゲーム）
　松の丸幼稚園（歌・踊り）
　二戸高等看護学院　１学年の皆様　
　　　　　　　　　　（ハンドマッサージ）
　二戸鍼灸あん摩マッサージ師会様
　二戸西小学校様
　㈱損害保険ジャパン岩手支店盛岡支社 様
　　（車椅子・窓ガラス清掃）




