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北尾　徳子 様 令和４年６月 入所
　私は趣味がたくさんあり、俳句やちぎり絵、カラオケ大会
など色々参加してきました。今は家族が作ってくれたアルバ
ムを毎日見ながらゆっくり過ごしています。足が痛む時もあ
りますが、体調を崩さず過ごしていきたいです。

齋田　久子 様 令和４年９月 入所
　洋裁や編み物が好きで今まで色々作ってきました。主人と
ずっと一緒にいたので、少し離れた場所での生活は不安もあ
りますが、周りの方と仲良く楽しく生活していきたいと思っ
ています。

山本　薫 様 令和４年６月 入所
　自分から話すのは苦手ですが、周囲の方がよく声をかけて
くれるので、毎日楽しいです。にぎやかな事が好きで手拍子
や机を太鼓の様に叩きながらリズムをとってしまいます。こ
れからも楽しいことをしながら笑顔で過ごしていきたいです。

井上　弘 様 令和４年７月 入所
　こんにちは。高校野球やプロ野球観戦が好きです。昔はお
酒を吞みながら観ていましたが、今は甘いジュースを飲みな
がら観ています。食べ物の好き嫌いも多く、気にかけてもらっ
ていますが、これからもよろしくお願いします。

山内　桂子 様 令和４年９月 入所
　音楽が好きです。観るのも聴くのも唄うのも大好きで、良
く出かけていました。今は身体が不自由になり出かけること
も難しいですが、ここでゆっくり音楽を聴きながら過ごした
いと思います。

石川　欣布 様 令和 4年 7月 入所
　妻を亡くし、一人暮らしをしていましたが体調を崩して入
院し、退院後りしょうに入居致しました。皆様が親切で仲良
くさせてもらっています。私も気持ちを強く持ち前向きに生
きていきたいと思っています。趣味は盆栽、カメラ、登山です。
よろしくお願いします。

大釡　ミサヱ 様 令和 4年 8月 入所
　少しずつ新しい生活に慣れてきました。毎朝近くを散歩す
るのが日課です。皆さんと一緒にテレビを見てお話をたくさ
んしたいです。よろしくお願いします。

三浦　美津子 様 令和４年８月 入所
　大病をしましたが、周りの方々の優しさや家族の励ましで、
元気な自分を取り戻し、娘と施設見学に来て入居を決めまし
た。楽しく、幸せな日々を過ごせて感謝の気持ちでいっぱい
です。

奥野　妙子様 様 令和 4年 7月 入所
　ここに来て隣の方と楽しく会話をしたり、外を眺めたりし
て楽しく過ごしています。
　私は手芸が得意で風呂敷などを作るのが好きです。ここで
の生活が楽しくなるように過ごして行きたいです。

特別養護老人ホーム亀岡園

特別養護老人ホーム第二亀岡園

高齢者あんしんサポートハウス りしょう

竹上　てる 様 令和４年７月 入所
　息子の勧めでケアハウスに入居しました。部屋から眺める
景色がとても気に入っています。お喋りする友達が出来て、
毎日気楽に生活しています。

畑　美津榮 様 令和 4年 7月 入所
　昔は牛の餌や米やらを作り、百姓を手伝っていました。お
となしくてあまり喋らないし、歌も上手ではなかったけど好
きでした。今はご飯も美味しいし良くしてもらって嬉しいです。

編集後記
　園だより発行に際し、皆様方のご支援・ご協力ありがとうござい
ます。"ちょっぴりリニューアル "からの丸一年が経ち、いろいろ楽

しく構成をしています。当法人ではホームページにも、随時ブログなども挙げて
おり、利用者さんの様子や行事を見ていただけます。
　また、各施設の情報もご覧いただけますので、のぞいてみてくださいね
 （編集委員　中島　由美子）

稲　住子 様 令和 4年 7月 入所
　令和 4年 7月亀岡園に来ました。歌うことが好きで、若い
頃からよく歌いました。ここには畑もあると聞いていますの
で、いまからさつまいも掘りが楽しみです。亀岡園でも楽し
く暮らしていきたいです。

乙志　照子 様 令和 4年 7月 入所
　7月末からお世話になっています。みなさんと楽しく暮ら
していきたいと思います。よろしくお願いします。

大嶋　千津子 様 令和 4年 7月 入所
　ミシンを使って縫物の仕事をしていました。昔から身体を
動かす事が好きで、スキーやバレーボールをしていました。
ここでも少しでも身体を動かして元気に過ごしたいと思いま
す。よろしくお願いします。

　令和4年 9月 19日、利生会各施設に於いて今年も敬老祝賀会を行いました。新型コロナウイルス感
染症対策を取りながらの実施も今年で 3回目。「多年にわたり社会につくしてこられた老人を敬愛し、
長寿を祝う」という大切な日であり、ご利用者に喜んでいただけるようにと工夫を凝らしました。

　100歳になりました。元気ですごしています。（コ
ロナで）息子に会えない日々が続いているので、早
く会いたいです。

　100歳までがんばって生きてこられました。これ
からも長生きできるようによく食べて、よく寝て、
元気に過ごしてきたいと思いきます。

　わー。私は100歳になるの。びっくり。こんなに
嬉しいことはありません。ここまでこられたのも皆
さんのおかげです。これからも楽しく元気で過ごし
たいと思います。

　100歳と言っても実感がありません。ここで好き
な様にさせてもらって日が過ぎるのが早いです。ご
飯もたくさんは食べられなくなったけど、コーヒー
を飲むのが毎日の楽しみです。皆さんに有難うしか
ありません。

第二亀岡園ケアハウス

長寿の秘訣は「よく食べる」
「よく寝る」「よく笑う」こと！！

新利用者紹介 『敬老の日』

多田みち子 様

山内昌子 様

吉見光夫 様

田中ヒノエ 様

御 芳 志 
皆様の御芳情に厚く御礼申し上げます。（順不同・敬称略） 

令和４年６月１日～令和４年９月３０日 
 

御寄附  
西田篤廣 寺町春美 上田秀雄 毛利精三 村上宏男 大石栄一  
名倉哲夫 林助朝 ㈱ケイアイ ㈱京都環境開発 
 

御寄贈  
上田秀雄 篠原良染工㈱ ㈱エムテック 谷口貞司 中野廣子  
中辻英隆 中川真利子 寺町友記 西田登美夫・西田由美子  
久徳満子 川勝初美 村上悟司 奥条ふれあい市場 森本隆  
川本和弘 茨木秀一 神田久子 畑憲雄 田中通徳  
㈱セレマ：吉河・西田 匿名５名  
たくさんの団体、個人の皆様からのご寄附・ご寄贈ありがとうございます。 

～職員一同～   

社会福祉法人利生会へのご寄附につきましては、寄附金控除等、
税制上の優遇措置の対象となります。 

控除を受けられるためには、確定申告または法人税申告の際に、
当法人が発行する領収書が必要となります。 

御 芳 志 
皆様の御芳情に厚く御礼申し上げます。（順不同・敬称略） 

令和４年６月１日～令和４年９月３０日 
 

御寄附  
寺町春美 上田秀雄 毛利精三 村上宏男 大石栄一 名倉哲夫 
林助朝 ㈱ケイアイ ㈱京都環境開発 
 

御寄贈  
上田秀雄 篠原良染工㈱ ㈱エムテック 京都府老人福祉施設協議会 
社会福祉法人青葉学園 谷口貞司 中野廣子 中辻英隆 中川真利子 
寺町友記 西田登美夫・西田由美子 久徳満子 川勝初美 村上悟司 
奥条ふれあい市場 森本隆 川本和弘 茨木秀一 神田久子 畑憲雄 
田中通徳 ㈱セレマ：吉河・西田 匿名５名  
たくさんの団体、個人の皆様からのご寄附・ご寄贈ありがとうございます。 

～職員一同～   

社会福祉法人利生会へのご寄附につきましては、寄附金控除等、
税制上の優遇措置の対象となります。 

控除を受けられるためには、確定申告または法人税申告の際に、
当法人が発行する領収書が必要となります。 

謝辞
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的入れ　うまく入るかな〜
夜中にこっそり

壁かざりもみんなで作りました。

赤 上げて〜♪  白 上げて〜♪

かぶりつきました

たくさん入りますように〜！！

秋らしく
松ぼっくりで
ふくろう作り

レクリエーションや作業療法で工夫もいっぱい

空気てっぽう・輪投げ・魚釣り・

的当て・ボーリングなどなど

楽しいこといっぱい。

ちょっといっぷくもあり

みんなでまるめた
おだんごもおいしそう

夏〜秋、季節のうつりかわりも楽しく…

新 職員紹介
特別養護老人ホーム亀岡園 介護職員　松　本　智　子
　今年の 2月に入職させて頂きました。
　介護の仕事は初めてでしたが、ご利用者からの優しい言葉
や、先輩方のご指導のおかげで日々頑張れています。これか
らもより良い仕事ができるよう努力していきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

第二亀岡園ケアハウス 介護職員　佐　藤　早智子
　今年の１月より第二亀岡園ケアハウスでお世話になってい
ます。いたらぬことばかりでご迷惑をおかけしますが、皆さ
まのお役に立てるように努力してまいります。よろしくお願
い致します。

柿花インフォメーション

～コロナとインフルエンザ～
　コスモスの花と朝霧に秋の深まりを感じる季節となりまし
た、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　今夏は新型コロナウイルス流行の「第 7波」により新規感
染者数が急増しましたが、秋を迎え、第 7波のピークも超え
市内の各所でお祭りやイベントが開催されるなど明るい話題
が届いています。しかし、冬の到来とともに心配なのは、イ
ンフルエンザの流行です。
　幸いにも過去 2年間は流行していませんが、免疫のない人
が増えたことにより、流行する可能性があります。今年もイ
ンフルエンザワクチンの接種と合わせて、引き続き「手洗い」
「うがい」「マスク着用」などの感染対策を徹底しましょう。
　なお、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの
同時接種は可能です。詳しくは柿花診療所までお問い合わせ
ください。

　現在、亀岡園に「企業主導型保育園」と「社員寮」を建設
中です。
　保育園では、３６５日開園し、場合によっては警報時にも
利用が可能で、小さなお子様がおられる方も安心して仕事が
出来ます。地域のお子様も受入れ可能ですので、ご利用頂き
たいと思います。
　また、社員寮を併設することで、遠方の方でも不安なく勤
務に就けるなど働きやすい環境作りを進めています。

企業主導型保育園・社員寮

地域医療と社会貢献を目指す
柿 花 診 療 所 電 話 0771-25-1700

FAX 0771-24-9006

夏祭り
運動会

お月見

数字も西暦に

あわせて紅組

優勝！！




