
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２８年秋号

社会福祉法人いつつ星会

わくわくコラム
「地域の皆様と共に歩む法人でありたい」
　社会福祉法人いつつ星会では、二戸市との共催で「認知症あんしん生活実践塾」、
昨年度から社会福祉協議会が中心となり発足した「認知症を知り共に支える会議」主
催のオレンジカフェ（認知症カフェ）の運営協力、また、カシオペア医療福祉連携研
究会と連携し「死生観」について学ぶ研修会等、この地域が安心して暮らせる地域に
なることを目指し様々な社会貢献活動をしております。今後も地域の皆様の福祉ニー
ズに対応した活動をしてまいりたいと思いますので、皆様のご意見・ご要望をお聞か
せ願いたいと思います。

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

「笑顔でピース！」

秋号の
ベスト

ショット！



養護老人ホーム　紅梅荘

－２－

祝百寿！！
祝米寿！！

９月16日に長寿を祝う会が行
われました。記念寿を迎えら
れた３名の方をはじめ、皆様
いつまでもお元気で長生きさ
れますように…
当日はおいしい食事と歌や踊
りで楽しまれた様子でした。

　今年は２名の方が百寿を迎えられま
した。本当におめでとうございます！

葛巻高原に行ってきました！お天気にも恵ま
れました！

天台寺にて！
おいしいお蕎麦を
頂きました。

幼稚園の運動会を
見に行きました。

　当日は少し肌寒い気温でしたが、歌や盆踊り
等の熱気で肌寒さを吹き飛ばすほどの盛り上が
りをみせました。

毎年恒例ハンド
ベル！
とても素敵な音
色でした。



特別養護老人ホーム わくわく荘

－３－

喜寿!!

白寿!!

祝★百寿!!

長寿を祝う会

７月23日に夕涼み会が行われました。
当日は例年に比べて、やや肌寒い天
候ではありましたが、みなさま美味し
いご飯を食べながら、カラオケやな
にゃとやらを楽しまれ、素敵な１日を
過ごされていました☆

夕涼み会

９月16日に長寿を祝う会が行われました。
お客様みなさま体調を崩される事なく参加さ
れ、お祝いの歌や踊りを楽しまれていました。
みなさまがいつまでも健康で元気に過ごせます
よう、職員一同願っております。

記念寿のみな
さま

おめでとうござ
います！



特別養護老人ホーム  白梅荘

－４－

二戸祭り

風船バレー大会

長寿を祝う会
今回は、５名の方が米寿を、１名の方が
喜寿を迎えられました。
岩手県民謡保存会二戸支部の皆様がお祝
いに駆けつけて下さり、特に可愛らしい
女の子の元気な歌声に会場は大いに盛り
上がりました。

最初のうちは恐る
恐る…。次第に気
持ちも熱くなり
ボールに集中して
いました。

９月２日の二戸祭りでは、山車や子ども達
の踊りを楽しみました。感激のあまり涙を
こぼす一幕も。

嘱託医の桝田先生、米寿を
迎えられました。
花束贈呈のサプライズです！



－５－

デイサービスセンター  おからぎ

敬老会輪投げ大会 百寿おめでとうござい
ます！
これからも長生きして
ください！

９月15日に長寿を
祝う会が開かれました。
88歳の米寿を迎えられた
Ｆ様。おめでとうございます！
民謡保存会様による
踊りや歌に皆さん感動
されておりました。

初メンバーの
３人です！

９月28日（水）なにゃーとで開催された
輪投げ大会に参加しました。

地域密着型特別養護老人ホーム 白梅の森

中身は
なんだべな～

ノエビア様より写真
撮影前にお化粧をし
ていただきました。



－６－

グループホーム  おからぎ

祭り見物の当日は、とても
爽やかな１日でした。

囃子の音が聞こ
えるも、なかな
か山車の姿は見
えません。

暑さ寒さも彼岸までと、彼岸団子作りに、
慣れた手つきで…

お味は？

ご覧のとおりでした。

お問い合わせ

へるぱーサービスのご相談は下記まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

いつつ星会訪問介護事業所
０１９５ｰ２３ｰ８９８７（担当：春日川・大沼）

こんに
ちは、

へるぱ
ーです

！こんに
ちは、

へるぱ
ーです

！

堀野祭り見物 暑い日が続いた今年の夏

今夜の
おかずの
一品に。

こんなに
歩けるように
なりましたよ。

今日は、
ヘルパーさんと
病院に行って
来ます。

　　　びっくり！
ヘルパーの家の前で
アゲハの誕生です。久しぶり
　　に見ました。（*^。̂*）

それでも、い
つもと違う雰
囲気に皆さん
楽しそうでし
た。



厨房職員紹介

新施設長紹介

①ぬいぐるみ集め
②トラ
③調理師免許を早く取り、
　がんばりたいと思います。

内田いな子
①園芸
②白くま
③笑顔になれるような食事を
　提供したいです。

気取って記念撮影です
「ゼッタイ、笑いません」

いつもお世話になっている
お気に入りの職員さんです

工藤ユウ子

①Ｄ・Ｉ・Y、ガーデニング
②猪
③真心第一

田村フミ子
①好きなアーティストのLiveに
　行くこと。音楽鑑賞
②オオカミ（笑）
③今より半年後、一年後と、色
　 な々意味で成長していたい！

小野寺ミツ子

①食べ歩きと散歩
②いのしし（猪突猛進）
③他スタッフと協力し、おいしい
　食事を提供できるよう頑張っ
　ていきます。

安ヶ平さとみ
①ガーデニング・カラオケ
②いぬ
③これからもがんばりますので
　ヨロシク。

欠端ミツ子

①スポーツ観戦・ラーメン食べ歩き
②くま
③頑張ります。

１１月１日より、養護老人ホーム紅梅荘の施設長に就任しました
山二利和と申します。よろしくお願い致します。

山二利和

①趣味　②自分を動物に例えると？　③抱負をひとこと

－７－

　今回は、有料老人ホームに入居されているＮ様をご紹介させて頂
きます。Ｎ様はまだ79歳です。元気になって自宅に戻りたいと頑
張っています。 

いつつ星会居宅介護支援事業所

介護保険のことは、なんでもお気軽にケアマネジャーに
ご相談下さい。 ☎２３－００１８

やっぱり、
このタオルがあると
落ち着くなぁ



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28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
　二戸高等看護学院 １学年（ハンドマッサージ）
　福岡高等学校
　　立花迪幹さん・佐藤杏莉さん
　　獅子内香穂さん（車いす掃除・窓ふき）
【夕涼み会ボランティア】
　仁左平矢沢・戸花地区の皆様　
　金田一なにゃとやら保存会 様
　福岡高等学校　小野理人さん
　福岡中学校　　立花昂己さん　
　石切所小学校　立花駿裕さん
【長寿を祝う会ボランティア】　
　ノエビア化粧品 様

【ご寄付】
　hair・apis（ヘアーアピス）様
　（シャンプー・
　　トリートメント 各24本）
　桝田礼二郎 様（2万円）
　三機商事㈱（1万円）
　白崎　　満 様（5万円）
【ご遺族様より】
　橋本　昌一 様（10万円）

　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

◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦

◦

◦

◦

花で国体を
お・も・て・な・し白梅荘

　普段高齢者と触れ合う機会が少ないため、「どんなことを
話したらいいかな？」と、はじめは不安な気持ちの生徒
さんもいたようですが、トランプやボーリングなどを
通して交流していくうちに徐々に緊張もほぐれ、「利
用者さんが優しくお話をしてくれて、短い時間でした
が楽しかったです。」という感想をいただきました。

介護職員募集中!
フルタイム・パートなど

お気軽にお問合せ下さい。

法人本部☎23ー8989

またはハローワークまで


