
2020年 新年のご挨拶

令和 二 年 一月

社会福祉法人　福祉の里

理事長 山 本　孝 司

　新年明けましておめでとうございます。

　元号が変わって二年目に入り、皆様には清々しく新年を

お迎えになられたこととお歓び申しあげます。

　昨年は，日本中がたび重なる甚大な自然災害に見舞わ

れ、比較的災害が少ないとされるこの地においても幾度か

身構える事もございました。

　経営環境においても、民間の有料老人ホーム、デイサ

ービス、社会福祉法人ですら倒産が珍しくなくなってお

り、専門職としての人員の確保も一段と困難になってきて

おります。

　そもそも私たちの仕事は、身体ケアのほか、身体的なリ

スクのある利用者さまにさらに負荷をかけて訓練を行うな

ど、日々リスクとの闘いでもあります。

　このように大変厳しい環境ではありますが、今年も役職

員一同けっしてひるむことなく、皆様からのご支援と強力

な顧問団からのご指導、ISO9001の品質管理の活用などに

より、より安定した事業運営をすすめてまいる所存です。

　皆様におかれましては、本年もどうぞ当法人への一層の

ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹賀新年

■介護老人保健施設 のへじ

■総合福祉センター のへじ

TEL 0175-65-2333
TEL 0175-65-2225

TEL 0175-65-2055
www.fukushinosato.com
www.福祉の里.jp

検索は「福祉の里　のへじ」で！

老健のへじデイケア専用回線福祉の里　施設連絡先
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　令和元年10月15 日～ 11 月15 日にかけて、当法人の21事業所を対象に利用者満足度調査を実施いたし
ました。皆様のご協力により法人全体で63％の回収率となりました。ご協力ありがとうございました。
　今年度も全体的に満足度は高く、概ね良好であるとの評価を頂きましたが、今後も利用者様ならびにご
家族様の満足度向上に向けた取組みを継続し、より良いサービス提供に努めていきたいと考えておりま
す。
　ご意見につきましては、良いという意見を40件頂きましたが、接遇や食事、環境などに関するご要望や
ご指摘も29件ございました。ご要望等につきましては対応を検討し、検討結果は広報誌等を通じてご報告
させて頂きます。
　なお、ご意見・ご要望等につきましては随時受け付けておりますので、各サービス事業所担当者へお気
軽にお申し出ください。
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　現在参加者 8 名の利用者様と一緒に和気あいあいと生け花教室が開
かれています。毎回「今日は何の花かな？今の時期なら○○の花じゃ
ない？楽しみだね？」と想像を膨らませながら待ちわびています。田
嶋翔華先生から本日のお題やテーマが伝えられるとそれに基づき利用
者様は先に差す一輪に緊張が走り真剣そのものです！！完成時には皆
さまホッコリ優しい笑顔に包まれます。

1月誕生者

太　田　キクヱ　様　　小笠原　　　正　様　　坂　田　三　郎　様　　佐々木　チ　ヱ　様
佐　藤　よしゑ　様　　澤　目　　　浩　様　　杉　山　としゑ　様　　寺　地　ふ　じ　様
長　澤　信　子　様　　中　渡　ト　ミ　様　　古　舘　德　廣　様　　洞　内　キヨノ　様
松　田　幹　男　様　　宮　沢　律　子　様　　山　崎　キ　ワ　様　　山　端　モ　ミ　様　
若　林　チ　ヱ　様

お誕生日おめでとうございます。

誕生者紹介

　色々な人達とおしゃべりが出
来て、とても楽しく過ごしていま
す。入浴時も職員や顔馴染みの
方と楽しく話しています。これか
らも、みのり苑に通う事で皆と楽
しい時間を過ごし「笑顔」でいら
れたら良いと思います。

古舘　徳廣 様

　家に居ると何も
出来ないけど、みの
り苑に来るとリハビ
リが出来てとても助
かっています。

宮沢　律子 様

生け花教室

デイケア職員紹介

　12 月 1 日より通所へ異動になりました、中
島彩香です。特技はいつでもしゃっくりを止め
る事が出来る事です。自分から積極的に利用
者の方に話し掛けるので、その時はどうぞお話
しして下されば有難いです。まだまだ分からな
い事だらけで色々とご迷惑をお掛けするとは思
いますが、どうぞよろしくお願い致します。

介護員

中島　彩香
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１月 18 日（土）　1 月誕生会　～もみじ会～

1 月生まれの皆様をお祝いして誕生会を行います。

お祝いケーキとプレゼントカードの他に

「もみじ会」様の慰問発表もございますので、皆さまぜひお楽しみに！

１月 25 日（土）　縁日屋台　～みのり横丁～　　　　　　　　　

年明け最初の縁日屋台「みのり横丁」。

今月の屋台は「新春練り切り」「豆腐田楽」「羽子板玉入れゲーム」です。

皆様奮ってご参加下さい！

２ 月 4 日（火）、10 日（月）、12 日（水）　～買い物外出～

2 月は、昨年新規オープンをした「トライアル十和田店」へ買い物外出予定です。

２ 月 6 日（木）　「十和田グルめぐり」～まさ木～

2 月は外食外出を予定しています。外出先は「まさ木」です。

２ 月 8 日（土）　おやつ作り 「ねぎ味噌餅作り」

利用者様と食べ比べや味付けをしながら、ねぎ味噌餅を作ります！

２月 15 日（土）　2 月誕生会　～舞扇会～

2 月生まれの皆様をお祝いして誕生会を行います。お祝いケーキとプレゼントカードの他に「舞

扇会」様の慰問発表もございますので、皆さまぜひお楽しみに！

１月 26 日（日）　2F 南棟　新年会

おいしいおやつを準備して、正月遊びを行い、新春の初笑いを行います。

２ 月 1 日（土）　1F 新館合同　誕生会（節分、鬼退治ボーリング大会）

ボーリング、鬼のピンを倒して鬼退治、厄もいっしょに飛んで行け～ !!

２ 月 3 日（月）　入所全体　節分豆まき　

 今年も職員が鬼に変装して豆まきを行います。鬼を払って、福を呼び込みます。

２月 14 日（金）　2F 東　誕生会　

 皆さんで選んだ DVD を見ながら、美味しいケーキを食べます。

2 月 22 日（土）「縁日屋台～みのり横丁～」

み の り 苑 　 行 事 予 定  

通所リハビリテーション

入　所

2 月 16 日以 降 の 行 事

～通所リハビリ～
2 月 23 日（日）

2月 26 日（水）

2F 南「映画鑑賞会」

1F 新館合同

「元気になる楽しい紙芝居」

～入　所～

※予定となりますので変更となる場合がございます。
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1階・新館　合同行事「今年一年を行事写真とともに振り返る」

　今年一年の行事を撮りためておいた写真からスライドショーを作成し皆で鑑賞しました。皆様、鑑賞

中は笑顔見られ、手を叩いたり隣の方とお話をしながら見ていました。

入所　2階東　紅白歌合戦

　本物の紅白歌合戦と変わらぬ歌を熱唱して頂き、曲が掛かると「この歌知ってる。」「懐かしい。」等

の声が聞かれ楽しまれていました。審査員も思わず 10 点の札を上げていました。

入所　2階南　ひっつみ汁、焼きおにぎり作り

　この時期にぴったりの「ひっつみ汁」と「焼きおにぎり」を作りました。ひっつみは自分たちで粉を

練り、硬さを調整しました。焼きおにぎりは手慣れた手つきでにぎり、味噌をつけて焼きました。皆様

楽しく料理され、食後には「やっぱり美味しかった」「また食べたい」等と、大好評でした。
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  2 日　書初め会

  6 日　初詣

17 日　新春会

1
月
の
行
事

お　茶　会11/15
㈮

　秋の味覚の栗を使ったケーキを作り、
お茶会をしました。
　入居者の皆様、思い思いのデコレーションを
し、個性的なケーキができました。
　昔はケーキなんて食べた事もなかったが、今
は幸せだなぁと話し、美味しく頂きました。

クリスマスツリー飾りつけ12/10
㈫

　クリスマスに向け、大きなツリーに飾
りつけをしました。
　色々な飾りがあり、それぞれ迷いながらも
楽しく飾る事ができました。
　今はサンタさんからのプレゼントを心待ち
にしているようです。

　上十三保健所管内においてインフルエンザ警報が発令されました。12/21( 土 )よ

り入所者様が重篤な場合を除き面会を中止させて頂いております。

　ご不便をお掛けしますが感染予防の為、ご理解ご協力よろしくお願い致します。

御不明な点がございましたら、下記対応窓口までご連絡下さい。

面会制限のお知らせ

－対応窓口－
老人保健施設みのり苑　支援相談室　電話 ０１７６- ２５- １１００

施設管理業務及び認定調査等でご来苑される方につきまして
は、施設窓口にお声を掛けていただきマスク着用にて入館し
て頂きます。
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1月誕生者

福　沢　　　満　様

中野渡　ひ　ろ　様

お誕生日
♥おめでとうございます。♥

11/27　地域いきいき教室

　西十四番町町内会・並木南町内会合同の地域いきいき教室では、介護
老人保健施設みのり苑《野々宮》が参加し、介護老人保健施設に入所
できる方や施設での生活などについて説明を行いました。
　同町内会の地域いきいき教室に施設の介護職員が参加するのは初めて
のことで、参加者の皆様からは「現場の人に直接話を聞くことができて
良かった。」「今後、身内で介護が必要になった時に参考にしたい。」とい
う感想が聞かれました。
　今後も皆様の要望に沿うような内容を検討していきますので、ご意見
等がありましたら遠慮なく下記までご連絡下さい。

　天気は晴れ。八戸までのドラ
イブを楽しみながら、入居者 9
名で八食センターへ外出してき
ました。平日の午前中のゆった
りとした賑わいの中、商品を選
び買物と食事を楽しみました。

１月 20 日　十和田道の駅外出（食事・買物）
　　 23 日　買物外出（ユニバース東 1 番町）
　　 25 日　北小吹奏楽定期演奏会見学
　　 28 日　買物外出（カケモ・ハッピードラッグ）

２月  3 日　市内外出支援

　　  5 日　アサヒ買物外出

　　14 日　ランチ外出

1・12 月の
行　事

12/10　「八食センター」外出

熱心に話を聞く参加者の皆様

全員で記念撮影

　晴天の澄んだ空気の中、毎年、恒例行事
の「まきばのこども園」交流会に外出して
きました。ボナール入居者 9 名が、園児さ
んと一緒に石臼で、餅をつく・のばす・切
り分ける体験をさせて頂きました。間もな
く昼食のお雑煮の出来上がり。「美味しい！」
の声が飛び交い、子供達と楽しく会話しな
がら、幸せな時間を過ごさせて頂きました。
その後、すみれ組の部屋で、お遊戯見学となりました。年長組の舞妓踊りや男の子のかっこいい刀踊り
ダンスと盛りだくさんの演舞に拍手喝采！！今年も一足早い、心温まる “クリスマスプレゼント”に、「来
年も、また来たい！」と皆様大満足の一日でした♪

12/18　「まきばのこども園」交流会

十和田在宅介護支援センターは『地域の身近な相談窓口』ですので、お
気軽にご相談下さい。●お問合せ先　電話（0176）22-6666〔担当 /石橋〕
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　今回はいつもと違い、華やかな衣装での登場に皆さん大きな拍手をしていました。初披露の踊りを
含め若い踊り手の方の力強い踊りや、小さい子供達の踊りもあり皆さんたくさんの笑顔で楽しまれて
いました。

１・２月の行事予定

１月 11、14、17、20、25、29 日

　買い物トレーニング

　12 日　岡三沢神楽見学

　18 日　フラワーアレンジメント

　26 日　１月誕生会　語り部の会様慰問

2 月 3 日　節分行事食

　7 日　生け花教室

◆行事からのお知らせです。毎日いろいろな行事
　予定を立てております。利用日以外の利用もで
　きますので随時職員までお知らせください。

入浴時、タオル・バスタオルの間違いがあるため名前の記
入をお願いします。また貴重品（現金、メガネ、時計）等、
自己管理して頂くようお願いします。ご理解の程よろしくお
願い致します。

舞扇流様慰問

1月誕生者

大　川　　　登　様　　小田島　秋　雄　様

小笠原　　　定　様　　加賀沢　な　よ　様

川内谷　清　二　様　　葛　巻　信　雄　様

鴻　巣　　　茂　様　　杉　山　牧　子　様

中　渡　ユ　キ　様　　中野渡　セ　ツ　様

中野渡　ひ　ろ　様　　中野渡　吉　雄　様

野　月　よ　し　様　　花　松　チマ子　様

前川原　ミ　サ　様　　山　部　葉　子　様

♥お誕生日おめでとうございます。♥

今月の一コマ

すてきです。メリークリスマス！ がんばってます。 スイーツ美味しかったです。
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令和元年度　社会福祉法人　福祉の里　利用者満足度調査の結果について

　令和元年 10 月 15 日～ 11 月 15 日にかけて、当法人の 21 事業所を対象に利用者満足度調査
を実施いたしました。皆様のご協力により法人全体で 63％の回収率となりました。ご協力ありが
とうございました。
　今年度も全体的に満足度は高く、概ね良好であるとの評価を頂きましたが、今後も利用者様な
らびにご家族様の満足度向上に向けた取組みを継続し、より良いサービス提供に努めていきたい
と考えております。
　ご意見につきましては、良いという意見を 40 件頂きましたが、接遇や食事、環境などに関する
ご要望やご指摘も 29 件ございました。ご要望等につきましては対応を検討し、検討結果は広報誌
等を通じてご報告させて頂きます。
　なお、ご意見・ご要望等につきましては随時受け付けておりますので、各サービス事業所担当
者へお気軽にお申し出ください。

満足度 満足度

96% 98%
92% 92%
93% 97%
92% 95%

（満足～やや満足）

満足度 満足度

99% 98%
98% 97%
93% 94%

事業所全体

項目 項目

職員の対応

サービス内容

生活環境

サービス内容

職員の対応

生活環境

事業所全体

（満足～やや満足）

項目 項目

職員の対応 職員の対応

サービス内容 サービス内容

事業所全体 事業所全体

（満足～やや満足） （満足～やや満足）

令和元年度 社会福祉法人 福祉の里 利用者満足度調査の結果について

令和元年10月15 日～ 11 月15 日にかけて、当法人の21事業所を対象に利用者満足度調査を実施いたしまし
た。皆様のご協力により法人全体で63％の回収率となりました。ご協力ありがとうございました。
今年度も全体的に満足度は高く、概ね良好であるとの評価を頂きましたが、今後も利用者様ならびにご家族様

の満足度向上に向けた取組みを継続し、より良いサービス提供に努めていきたいと考えております。

ご意見につきましては、良いという意見を40件頂きましたが、接遇や食事、環境などに関するご要望や

ご指摘も29件ございました。ご要望等につきましては対応を検討し、検討結果は広報誌等を通じてご報告

させて頂きます。

なお、ご意見・ご要望等につきましては随時受け付けておりますので、各サービス事業所担当者へお気

軽にお申し出ください。

法人全体入所系事業所集計 法人全体通所系事業所集計

0%
20%
40%
60%
80%

100%
職員の対応

サービス内容

生活環境

事業所全体 0%
20%
40%
60%
80%

100%
職員の対応

サービス内容

生活環境

事業所全体

対象事業所

・老人保健施設みのり苑 一般入所

短期入所療養介護

・介護老人保健施設のへじ 一般入所

短期入所療養介護

・ふるさと十和田 ・ケアハウスボナール十和田

・ショートステイのへじ ・生活支援ハウスのへじ

・グループホームのへじ

対象事業所

・老人保健施設みのり苑 通所リハビリテーション

・十和田デイサービスセンター

・介護老人保健施設のへじ 通所リハビリテーション

・デイサービスセンターはまなす

対象事業所

・みのり苑訪問リハビリテーション

・十和田訪問看護ステーション

・十和田ホームヘルパーセンター

・十和田テクノエイドサービス

対象事業所

・介護老人保健施設みのり苑 居宅支援事業所

・十和田在宅介護支援センター

・のへじ居宅介護支援センター

法人全体訪問系事業所集計 法人全体居宅系事業所集計

0%
20%
40%
60%
80%

100%
職員の対応

サービス内容事業所全体

0%
20%
40%
60%
80%

100%
職員の対応

サービス内容事業所全体


