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桜華高校吹奏楽部とダンス部の熱演に

観客も拍手喝采。アンコールも！

恒例のさやま園祭にオープン前から長蛇の列が！

さやま園祭

さやま園名物のたくわん購入に多くの行列
アトラクションではパントマイムや太鼓を上演

観客席ではお子様・大人の方も大喜び！



施設長挨拶

もうすっかり秋晴れの心地よい爽やかな季節になりました。皆様におかれましては、健やかにお過ごしの

ことと存じます。

読書の秋・食欲の秋・スポーツの秋・・・・・・・。皆様はどんな秋をお過ごしでしょうか。

今年度も早いもので半年が過ぎてしまいました。

今年4月に介護保険制度が創設以来の大きな改正が行われました。また、介護報酬についても2.27％引き

下げられました。これに伴って介護収入が減収になり、内部留保の取り崩しによって補填せざるを得ない状

況で、当施設にとって大変厳しい状況にあります。

開設以来19年目を迎え、施設の老朽化やご利用者の重度化等多くの課題を抱えています。

施設の老朽化対策として、計画的に改修や買い替え等を行って、ご利用者に安心して快適に過ごして頂け

るように、職員一丸となって取り組んでおります。

１０年後の２０２５年には、団塊の世代が全て７５歳以上となり、３人に１人が６５歳以上、５人に１人が７５歳以上に

なるという超高齢社会が到来します。介護業界では、深刻な人材不足でもあります。当施設でも今は何と

か介護職員等の補填は出来ていますが、今後は人材不足が予想されます。

地域包括ケアシステムの構築が進められている中で、地域に根ざした施設としての使命、役割を果たして

いけるように努力していきます。

更なるご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

施設長 南山 徳英

居室のトイレを井水から水道水の排水設備に変更

タンクも新調し排水が特段に向上しました。

蛍光灯照明からLED照明に居室・事務所・

会議室等全て交換しました。

ご利用者からも「明るくなり、気分も高揚

した」との称賛の声を頂きました。



施設の料理シリーズ

ひかり苑では毎月、旬の食材をたくさん使用した食事を「旬のお食事」として提供しています。旬の食材は

味も濃く、栄養価も高いと言われています。 今回は、新米の時期という事で、千葉産の「ふさおとめ」とい

うブランド米を召し上がっていただきました。炊き立ての新米ごはんは、いつもより色が白く、ふわっと白米

の良い香りがしました。普段よりみなさんよく食べていました。また、おかずは旬の秋刀魚を骨まで柔らかく

煮ました。さんまの梅煮はひかり苑でも人気のメニューです。デザートは旬の果物「柿」です。ただ、生果で

は硬くて食べづらいため、あえてコンポートにしました。みなさんさすが、おいしいものは食がよく進むよう

で、この日の食事は完食の方が多いようでした。

神無月（10月）の旬のお食事

１０/２(金） 昼の献立

・新米のごはん

・さんまの梅煮小松菜添え

・かぼちゃの煮物小倉かけ

・春菊とえのきのごま和え

・柿のコンポート

さんまの梅煮レシピ

～材料（１人分）～

さんま（筒切４等分） ３切

生姜、ねぎ 適量

酢 100㏄

梅干し（種無し） １/３個

しょうゆ 3.0ｇ

みりん 2.5ｇ

酒 2.5ｇ

砂糖 少々

～作り方～

① さんまを軽く洗って、水、ねぎ

しょうがと一緒に鍋に入れ

30分程度煮る。

② ①の鍋に酢を２～３回に分け

て入れ、骨がやわらかくな

るまで煮る。

③ 骨がやわらかくなったら

醤油、みりん、酒、砂糖を

入れて煮る。

④ 煮汁がとろっとしてきたら

出来上がり。

さんまは中骨を一つひとつ取って盛ります
炊き立て新米!!

今日の米は

いつもと違う

気がする・・・



リハビリ便り

「ロコモを防ぎ健康寿命を伸ばそう！」

「ロコモ」とは、加齢や運動不足により関節、筋、神経が衰えて

「立つ」「歩く」と言った移動能力が著しく低下する運動器症候

群を言います。

健康寿命とは、介護の力を借りずに自立した生活を過ごせる期

間を言います。私の知人Kさん、昨年は足を引きずり寒くなると

股引を重ねて過ごしました。下肢還流が悪く「ロコモ」状態です。

運動嫌いで普段運動をやらないと言います。

「ロコモ」を防ぐには、椅子を使っての両脚スクワットや椅子から

片脚で立つ運動が有効です。１日２回１５～２０回ずつやってみま

しょう。 さらに運動は、セロトニンを分泌させ気分転換や海馬

（記憶力）を刺激し認知症予防にも役立ちます。

職員紹介

介護職員 濱口 紀子さん

９月からひかり苑で介護職員として

働いています濱口紀子です。

１２月までは、初任者研修のため学校

に通わせていただきながらの勤務

になりますが、ご利用者や職員の皆

様のお力になれるよう精一杯努力し

てまいりますので、どうぞ宜しくお

願いいたします。

入 職

介護職員 吉川 潤さん

８月に入職いたしました吉川潤です。

諸先輩から本当に丁寧なご指導を

いただいております。介護職の仕事

内容の深さ・広さに驚くとともに早く

一人立ちすることが、ご指導頂いて

いる諸先輩への恩返しだと感じて

おります。

然し、この仕事は、仕事内容の理解

だけではなく、経験に基づいた深い

洞察力が重要と思います。

まだまだ先の長い道のりですが、時

を無駄にすることなく、日々の職務

に向き合いたいと思います。

イスを使えば楽に出来ます



ひかり苑では今年も教員を目指す大学生を受け入れ、介護等体験実習を行っています。

「介護等の体験」とは、平成10年4月1日より議員立法により、教育職員免許状取得者に義務化された制

度です。

全国社会福祉協議会発行の「社会福祉施設における介護体験プログラム」には次のように記されてい

ます。

～介護等が行われている現場（社会福祉施設）での体験を通じ、ふだん接することの少ない様々な人

の生き方・生活のありように気づくとともに、人との関わり、人を援助するうえで大切にすべき姿勢や視

点を体験的に学習します。このことによって義務教育を担う者に求められる幅広い社会観・人生観が持

てるよう視野を広げ、人間的に成長できるきっかけを得ることを目的とします。～

体験実習を終了した学生さんは大多数が核家族のため、高齢者とのコミュニケーションを取ることに四

苦八苦したそうです。しかし、段々と交流が深まるにつれて自分の知らない事（戦争体験・昔話等）を高

齢者からたくさん聴き大変感銘を受けましたと、目を輝かせながら感想を話して下さいました。

ほんの短い5日間の体験実習ですが、「最初は緊張や不安を多く抱えてスタートし、後半にはそれらも

徐々に軽減し、とても貴重な経験となりました。これからの教員生活にこの経験をしっかりと活かしてい

きたいです。」との抱負を述べていただきました。

これらの学生さんの報告は、ひかり苑ホームページの「最近の出来事」特別養護老人ホーム項にてご

覧いただけます。

介護等体験実習

行 事 【 １ 】

【 お盆法要 】

８月５～７日、お盆を迎え「迎え火」「お盆法要」「送り火」と

三日間に渡り執り行い、ご先祖様やひかり苑物故者をお迎

え、お送りしました。

５日の午前中にご利用者と近所のスーパーに買い物に行っ

て、精霊馬を作成しました。

今年の精霊馬は２０ｃｍを超えるナスを使用して作ったので、

皆さんびっくりされていました。

また、お盆法要ではお坊さんを招きし、故人を偲び、皆さん

でお焼香しました。このお坊さんは弾き語りが得意で、「千

の風になって」「涙そうそう」等を演奏され、ご利用者も聴

きながら口ずさんでいました。

大きな精霊馬を置き

迎え火を皆さんと！

ご住職の弾き語りに

ご利用者もウットリ

物故者にお焼香



行 事 【 2 】

【 お月見 】

９月９日の夕食後にお月見をしました。ただ、当日は台風の影響で、

天候不順のため外に出て月を見ることはできませんでした。

苑内で音楽会を開き、秋の夜長の楽しい一時を過ごしました。

音楽会の内容は、「月」にちなんだ歌６曲をみんなで、時には手拍子

を交えて歌いました。また、前日の９月８日に作った月見団子とスス

キを共に供えました。来年のお月見は満月が見られますように、み

んなで願いを込めました。

【敬老会】

９月１２日（土）敬老会が開催されました。

東村山市長をはじめ、多くのご家族、来賓の方々にご臨席を賜り

ました。

式典では、最高年齢のご利用者への表彰、卒寿・米寿のご利用者へ

の花束贈呈、長寿のご利用者へのインタビュー等ご長寿のお祝い

をさせていただきました。

アトラクションでは小平マジッククラブをお招きし、マジックショー

を開催。驚きあり、笑いありの楽しい時間を過ごして頂けました。

来年もご利用者の皆様がお元気に敬老会を迎えられますよう、更

なる健康を祈念いたします。

【さやま園祭】

前日まで天候が不安定で、担当職員も不安な様子はありましたが、

当日になると見事な秋晴れになり、地域の方々も大勢いらっしゃり、

模擬店やアトラクションを大いに楽しまれていました。

前年度の反省を活かし今年度は食事の数も増やしました。

ひかり苑のご利用者もアトラクションを楽しめるように、昼に中休み

を挟んで午前、午後の部とプログラムを編成しなおしました。普段、

あまり外に出る機会がないので、ご利用者一人ひとり、いい表情を

されていたのが、印象的でした。隣接している３施設が協力して、

地域との交流を図るさやま園祭は、一つの施設ではできない規模

の特別な行事だと思います。これからも継続して、よりよい特別な

行事にしていけるよう、努めてまいります。最後に、当日お忙しい中、

ボランティアでさやま園祭に参加していただいた皆様、ありがとう

ございました。

渡部市長お祝いの

ご祝辞

お一人ずつ長寿をお祝いし、インタビュー

しながらお花をプレゼントいたしました。

手作りポスターで

ウサギと月を演出

さやま園祭

風景



ご利用者紹介

永田 ケイ子さん ９２歳 大正１２年８月２２日生まれ

いつも他のご利用者と笑顔で会話をされており、私たち職員にもお気

づかいの言葉や、ご冗談を話してくださる、明るくお優しい方です。

毎日、居室から食堂までの長い道を、元気に歩いていらっしゃり、その

身軽さにいつも驚かされます。

これからもお元気でお過ごしいただき、私たちに楽しい話しをたくさ

ん聴かせてください。

石崎 實さん ８６歳 昭和３年１１月１０日生まれ

栃木県生まれで若い頃は保険の外交をしていたそうです。

平成26年12月に入所されました。いつもにこやかに過ごされています。

とても優しい方で私達がお手伝いすると少し照れたような顔で「あり

がとう・スミマセン」と言ってくださいます。

時には政治や経済・思想など熱く語られ驚かされる事もあります。

笑顔が素敵な石崎さんこれからもひかり苑での生活を楽しんでいた

だきたいと心より願っています。

井上 静恵さん ９４歳 大正１０年１月１２日生まれ

島根県ご出身だそうです。時折故郷のお話をしてくださります。

平成24年春頃からひかり苑のショートステイをご利用いただいており、

この度平成27年4月に入所されました。昔は「カルタ」が強かったそう

です。いつも自らすすんでお手伝いをして、おしぼりや清拭タオル等

をたたんで下さいます。また、食堂のテーブルもきれいに拭いて下さ

います。とてもお話が好きで他利用者と楽しそうに話されています。

いつまでもお元気でひかり苑の生活を楽しんで頂きたいと思います。



２ ７ 年度 １ 1 月 ～ １ ２ 月 予定

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

文化の日
・理美容 ・音楽活動

8 9 10 11 12 13 14

・生活リハビリ ・書道クラブ
・特別なお食事

・音楽活動

15 16 17 18 19 20 21

・生活リハビリ ・ホーム喫茶 ・音楽活動 ・ケアプラン

会議

22 23 24 25 26 27 28

勤労感謝の日

・サンドイッチ

バイキング

・生活リハビリ

・音楽療法

・防災委員会と

訓練

・サンホーム

合同カラオケ

29 30

・秋の家族会

11
月

12
月

1 2 3 4 5

・生活リハビリ ・理美容 ・音楽活動

6 7 8 9 10 11 12

・音楽療法

・書道クラブ

・特別なお食事

・音楽活動

13 14 15 16 17 18 19

・生活リハビリ ・ホーム喫茶 ・音楽活動

20 21 22 23 24 25 26

・ゆず湯 ・ゆず湯 ・ゆず湯

天皇誕生日

・防災委員会と

訓練

・クリスマス会
・サンホーム

合同カラオケ

・正月飾り

・ケアプラン

会議

27 28 29 30 31

編集後記

この秋からマイナンバー制度がいよいよスタートし、どのように私たちは対処すればいいか、まだまだ判らないことが多い

のが現状です。マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報を搾取されないようにくれぐれもご注意ください。


