
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

ファイブスター通信ファイブスター通信
平成２７年度秋号

社会福祉法人いつつ星会

わくわくコラム
　いつつ星会では、有事の際の福祉避難所として、特別養護老人ホーム「白梅荘」、

地域密着型特別養護老人ホーム「わくわく荘」が指定されております。また、安心し

て暮らせる地域であることを願って「認知症あんしん生活実践塾」を二戸市との共催

で開講しているところでごいます。地域密着型特別養護老人ホーム「白梅の森」の多

目的室においては、地域のサロンスペースとして開放する計画もございます。今後ま

すます、地域の皆様と共に歩んでいける法人として多様な企画をしてまいりたいと思

いますので、皆様のご意見・ご要望等お聞かせ願えれば幸いです。

特別養護老人ホーム白梅荘・地域密着型特別養護老人ホーム白梅の森　施設長　佐藤　祐司

「さぁ～ 今日は呑むぞ！」

秋号の
ベスト

ショット！



演奏曲は♪花♪です

養護老人ホーム　紅梅荘

－２－

長寿を祝う会
　式典では歌や踊りを皆様楽しまれてい
ました。昼食はご家族の皆様も参加し、
一緒に食事を楽し
んで頂きました。
「おいしい」との
声も聞かれとても
楽しい一日となり
ました。

　今年は白寿の方が２名、米寿の方が１名でした。皆様いつま
でも元気で長生きされますように。。。

　天台寺紫陽花
ドライブ。
紫陽花が見頃で
したね！

畑の芋掘り！
収穫した里芋とじゃがいもは皆で頂きました☆

二戸高等看護学院学生さん
による、ハンドマッサージ
ににっこり(^^)

　紅梅荘ハンドベル！練習の成果が出てとても
きれいでした。

　カラオケ、ビンゴ大会等たくさんの
方が参加し、盛り上がりました。盆踊
りは皆様とても上手に踊っていらっ
しゃいました。

日々これ好日



特別養護老人ホーム わくわく荘

－３－

米寿 わくわく荘最高齢105歳

お祭り
見学

長寿を祝う会

9月18日に長寿を祝う会を行いました。
式典では山田社中様による歌や踊りが披
露され、一緒に歌われたり、
感動のあまり涙を流され
たりしていました。

二戸祭り、堀野祭り
に行ってきました。
山車を間近で見学さ
れ「わーすごいな、
きれいだな」という
声が聞かれておりま
した。

夕涼み会

水梨一座様による歌や踊
りでは、「上手だね」と
いう声がありました。盆
踊りではなにゃとやら保
存会の方々と一緒に踊ら
れたり、太鼓の迫力に圧
倒されたりと皆様楽しい
夕涼み会を過ごすことが
できました。



特別養護老人ホーム  白梅荘

－４－

二戸祭り

流しそうめん

９月１７日に長寿を祝う会を開催しま
した。今年も白梅の森と合同でお祝い
しました。
今回は百寿の方が１名。よりおめでた
い会になりました。

笑顔が満開の、
素敵な日になり
ました。

９月１１日に二戸祭り
に行って来ました。
ちょっと残念なお天気
でしたが、迫力の山車
運行にとても楽しまれ
ていました。



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

－５－

暑い日の続いた今年の夏 堀野祭り見物

輪投げ大会

敬老会

今年は、2名の方が喜寿、7名の
方が米寿、1名の方が白寿を迎え
られました。これからもお元気に
おからぎへいらしてください！

金田一シニアクラブの皆様が来所され、
踊りを披露してくださいました。歌や踊
りに合わせ手拍子をし、楽しまれている
ご様子でした。

真夏の定番、
氷アイスは格別の
味わいでした

甘いとうもろこし
を、おいしくいた
だきました。

帰省シーズン
面会に見えられたご家族様
ひ孫さんを自分の膝に乗せ
ニッコリと記念の１枚でした。

一年ぶりの太鼓やお囃子の
音に耳をすませ子供達の元
気な姿を、しっかりと見つめ
ていました。

栄宝堂様のご好意で、駐車場を借りて
ゆったりと祭りを見物できました。

入れっ！
ん？もっと
入るかな？

個人の部でH様３位入賞！
おめでとうございます！

それっ！

今日はたくさん
入るなぁ～



地域密着型特別養護老人ホーム 白梅の森

－６－

長寿を祝う会

第４回 二戸地区認知症あんしん生活実践塾を開催しました

９月１７日に白梅荘・白梅
の森合同の長寿を祝う会が
開催されました。岩手県民
謡保存会二戸支部様より手
踊りや民謡を披露していた
だき、一緒に歌ったり手拍
子をしたり、楽しまれてお
りました。

美味しい
ごちそうだ～

乾杯！

　第４回では事例検討と「栄養について」の講義を行い
ました。栄養については、いつつ星会・村里主任栄養士
より、高齢期における生理的特徴、高齢者の栄養の留意
点、等、皆様と共有し理解を深めました。その他、「あ
なたの食習慣は大丈夫？」というセルフチェックにて健
康について考え、各栄養素について、特に食物繊維につ
いて講義して頂きました。その後、皆様の質問タイムで
は色々と自宅で出来る工夫等、充実した時間となりまし
た。
　事例検討では、認知症の周辺症状改善が見られ落ち着いている方や、なかなか取り組みが上手
く行かず改善があまり見られていない方等、色々な事例があり、課題も沢山出されました。症状
改善があまり見られていない要因のひとつに、季節の変わり目という事も関係しているのではな
いか、と考えています。涼しくなってきた事で水分摂取量・活動量が減る方もおられました。そ
んな中ではありますが、塾に参加して頂いている皆様の話を聞かせて頂くと、認知症状が何故起
こっているかという原因を捉えられており、目標を持って日々の介護に取り入れて下さっている
のを感じています。また、塾開始当初に比べ、基本ケアとなる「水・栄養・排便・運動」の目標
を達成している方が多くいらっしゃいます。残された２回の塾の中で、引き続き認知症状を改善
出来るよう助言させて頂きたいと思います。

いつつ星会デイサービスセンターおからぎ　管理者　小保内　文彦



いつつ星会居宅介護支援事業所

－７－

ヘルパーサービスのご相談は下記まで
お気軽にお問い合わせください。

いつつ星会訪問介護事業所
０１９５ｰ２３ｰ８９８７（担当：春日川）

自宅で自立した生活をする為のケアプラン
の作成やサービス（デイサービス・ヘルパー
など）の調整を行います。
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービス
を利用できるように、ケアマネジャー（介護支援
専門員）が、心身の状況や生活環境、本人・家族の
希望等にそってケアプランを作成し、さまざまな
介護サービスの連絡調整などを行ないます。

こんにちは ヘルパーです

お気軽にお電話下さい！　☎２３－００１８（24時間対応）

居宅介護支援事業所とは…

大根おろし、
このくらいで
いいわ

　これも私が
　　　作ったのよ。
（部屋には手作り作品が
　　いっぱいです！！）カボチャも

おいしいわ。

サンマ、
おいしそうに焼けて

ましたよ。



法人からのお知らせ版
ご寄付・ボランティア

紅梅荘・わくわく荘・白梅荘・白梅の森・おからぎ（平成27年７月～９月）
【ボランティア】
　わくわく倶楽部 様（散髪介助）
　囲碁、将棋の会 様
　健康マージャン愛好会 様
　認定こども園ともいき 様（歌・ゲームなど）
　二戸高等看護学院 様（ハンドマッサージ）
【夕涼み会ボランティア】
　仁左平矢沢・戸花地区の皆様
　二戸高等看護学院　狄塚友美さん・槻舘美穂さん・
　　　豊川祐加さん・山根みなみさん・奥美咲さん・
　　　谷地伽奈江さん・小野寺日菜子さん
　福岡高等学校　小川真美さん・小野祥衣さん・
　　　　　　　　小野理人さん
　一戸高等学校　和山亜須架さん・圃田麻央さん・
　　佐藤七海さん・田代未希さん・高島あおいさん

紅梅荘では
故　千葉いと様のご家族様
より頂いたご寄付で、車椅
子を購入させていただきま
した。
入居者の皆様の為に大切に
使わせていただきます。

【ご寄付】
　岩手県立二戸病院　総務課　様　
　　（ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ、箱ﾃｨｯｼｭ、石鹸、カットバン）
　佐々木　トミ　様　
　　（紫陽花、ﾏｰｶﾞﾚｯﾄの花の苗）
　モード山口 様（箪笥）
　沢田　　勉 様（紙オムツ）
　桝田礼二郎 様（２万円）
　理事長　中田　專市（15万円：テント代として）
【ご遺族様より】
　岩舘ヨシエ　様　（経腸栄養剤）
　高橋　　宣　様（紙オムツ・パット）
　扇田　敏志　様（１０万円）

労働組合活動の一環として、タオル一本運動を
行い、副委員長の熊林様と
職員の方々が、紅梅荘・
わくわく荘にお持ちくださ
いました。

第一生命労働組合 盛岡営業職支部様より
タオル101本をいただきました。

　施設内や近隣市町村の風邪やインフルエンザ等の流行状況により、面会制限をすることが
ありますのでご了承くださいますようお願い致します。

ご面会の方へお知らせ

〒028-6106 岩手県二戸市仁左平字横手6番地1号
電話:0195-23-8989  FAX:0195-23-8999

〒028-6105 岩手県二戸市堀野字大畑1番地1号
電話:0195-23-8070  FAX:0195-23-8065

電話:0195-43-3035  FAX:0195-43-3036

電話:0195-22-4139  FAX:0195-22-5139

電話:0195-23-8987  FAX:0195-23-8981

電話:0195-23-0018  FAX:0195-23-8981ホームページアドレス：http://www.itutuboshi.com

社会福祉法人　いつつ星会

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

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
地域密着型特別養護老人ホーム白梅の森

グ ル ー プ ホ ー ム お か ら ぎ

いつつ星会デイサービスセンターおからぎ

い つ つ 星 会 訪 問 介 護 事 業 所

いつつ星会居宅介護支援事業所

◦
◦
◦

◦
◦
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◦

◦

◦
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【チームいつつ星会】

惜しくも準優勝！！「チームいつつ星会」

来年に期待の三位！！「ビッグレッドモンスターズ」
　去る９月２８日、二戸地区介護保険事業者協議会主催
『職員スポーツ大会』が二戸市総合スポーツセンターで
行われました。
　いつつ星会からは、全３チームが出場し、ソフトバレ
ーボールで汗を流しました。
　選手の皆さんも、応援に駆け付けた皆さんも、スポー
ツの秋を楽しみ、職員間また他事業所間の方々との交流
を深める日となりました。


