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社会福祉法人 輪島市福祉会 理念 

『尊厳』『共生』『向上』 

の実現に向けて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■□■ 家族会総会 ■□■ 

 ５月２５日（土曜日）午前 10 時から 11 時にかけ

て平成25年度 家族会総会があての木園会議室で行

われました。参加者が 13 人、委任が 66 人で総会は

無事成立を致しました。施設からは事務員、介護支援

専門員、生活相談員の 3 名が出席しました。 

 議案の平成24年度 活動報告及び会計決算報告及

び平成25年度 活動計画は承認いただきましてあり

がとうございました。 

また、平成 25 年度 役員選出で新会長に柿本氏、

新副会長に堀下氏、役員に的場氏、上口氏、中谷氏、

田中氏、新役員に木下氏、福島氏、監事に北岡氏、北

浜氏が選出されました。 

家族会の役員に皆様におかれましては、宜しくお願

い致します。 

平成 25 年度の様々な行事の案内を致しますので、

ご協力の程よろしくお願い致します。 

平成２５年７月 

 

あああてててののの木木木園園園だだだよよよりりり   

■□■ ほうば飯の贈り物 ■□■ 

 5 月 27 日（月曜日）に輪島飲食店組合（沖崎組

合長）の皆さんからほうば飯 200 食頂きました。（※

輪島飲食店組合の皆さんは市内の老人ホームや老人

保健施設にもほうば飯を配ったそうです。） 

毎年この時期になるとほうば飯を頂いておりま

す。さっそく昼食に特別養護老人ホームの皆さんや

短期入所センター利用の皆さん、デイサービスセン

ター利用の皆さん、そして職員も一緒に食べました。

皆さん、ほうばの香りを楽しみながら昔話をしな

がら頂きました。 

輪島飲食店組合の皆さんありがとうございまし

た。来年も楽しみにしております。 
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□■□ 日中想定総合防火訓練 □■□ 

6 月１２日（水曜日）午後 2 時 30 分から 3 時

にかけて、日中の火災を想定して初期消火訓練・避

難訓練を行いました。 

体調の悪い入居者以外は全員参加してもらい、訓

練の内容は午後 2 時 30 分、本館洗濯室から出火、

それを発見した介護職員が非常通報ボタンを押し、

事務室に火災の報告、事務員は非常放送により火災

の案内と避難場所の案内・消防署に非常通報、放送

を聞いた男性介護職員・生活相談員は出火場所に行

き消火器による初期消火、他の介護職員は出火場所

近くの居室から避難誘導を開始、調理員と事務員は

非常持ち出しの搬出、看護職員は避難者の救護にあ

たりました。避難場所は正面玄関前駐車場で、特別

養護老人ホーム入居者、短期入所利用者、デイサー

ビス利用者の約 140 名、職員約 50 名は出火から

9 分間で全員無事避難することができました。 

訓練終了後、輪島消防署・三井駐在所の皆さんか

ら講評を頂きました。日頃からの訓練や防災意識が

必要と再確認をしました。 

■□■ 輪島市民まつり ■□■ 

 6 月 1 日（土曜日）輪島市河井町マリンタウ

ンで行われた輪島市民まつりのパレード見学を

希望された方をマイクロバス等に乗車して行っ

てきました。 

 天候に恵まれ、久しぶりの外出に参加者の皆

さんは心うきうきに、様々な方と交流をしまし

た。当施設以外にも見学に来た施設もあり、他

の施設利用者との交流も図ることができまし

た。 

 また外で食べるおやつも美味しかったよう

で、ジュースをおかわりする方やお菓子を何個

も食べる方がおり、まつり見学に行って良かっ

たと思います。 

 やはり施設の中にいる皆さんの表情よりも外

に出て地域の方と交流している皆さんの表情は

いきいきしているように感じました。できるだ

け地域と交流できる機会を増やしていきたいと

思いました。 
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■□■ 思い出 ■□■ 

 

 

 

□■□ 最後のプランターのお花 □■□ 

6 月 12 日（水曜日）午後に輪島市立三井中学校生徒

会の皆さんが、プランターのお花をもってきました。 

お花を見て入居者の皆さんが喜んでもらいたいと毎

年持ってきていただいておりましたが、輪島市の中学校

（三井中学校・上野台中学校・松陵中学校の３校）の合

併があり、来年度閉校となります。 

『今年で最後です。ありがとうございました。』とプ

ランターのお花を渡され、三井中学校の皆さんとお別れ

しました。三井中学校が閉校になるのは寂しいです。 



平成 25 年 6 月号 特別養護老人ホーム あての木園の広報誌 
『一人ひとりの思いを実現させる施設を目指す』 皆様のご支援のおかげで特養 27 周年・デイ 22 周年 

平成 25 年 7 月号  4 

■□■ お知らせ ■□■ 

わじまケアネット連絡協議会 施設部会研修会 

『各施設における支援の取り組みについて』～実践の中から支援を学ぶ～ 

日時：平成２５年７月７日（日曜日） １３時～１６時（受付：１２時３０分～） 

場所：輪島市文化会館 ３階 小ホール 

第１部 事例提供 

① 利用者の望みを叶える ～それぞれの思い～介護老人保健施設 百寿苑 

② ＱＯＬの向上を目指して ～いつまでも自分らしく～ユニット型特別養護老人ホーム みやび 

③ 昼間、起きていることによって夜間はぐっすり眠れる取り組み 特別養護老人ホーム あての木園 

④ あかかみでの機能訓練の取り組み 特別養護老人ホーム あかかみ 

⑤ 入所者の自立支援を目指して 小規模型特別養護老人ホーム 輪島荘 

⑥ 自立支援に向けた施設の取り組み 小規模型特別養護老人ホーム 福祉の杜 わじま 

⑦ 看取り（ターミナル）に向けての取り組みについて 介護療養型老人保健施設 恵寿鳩ヶ丘 

⑧ ～施設での看取り介護～「最後まで、その人らしく生きる」ユニット型特別養護老人ホーム ゆきわりそう 

第２部 パネルディスカッション 

～実践の中から支援を学ぶ～（自立支援と看取りの視点から） 

助言者（コーディネーター） 能登北部医師会：伊藤英章医師 石川県歯科医師会輪島支部：廣江雄幸歯科医師 

パネリスト：（百寿苑）介護福祉士 鬼平千恵氏、（みやび）介護福祉士 粟倉宏氏、 

（あての木園）介護福祉士 谷内朝子氏、（あかかみ）理学療法士 加川琴氏、（輪島荘）介護支援専

門員 坂下八枝美氏、（福祉の杜わじま）介護職員 塗師谷みどり氏、（恵寿鳩ヶ丘）介護支援専門員 池

田明子氏、（ゆきわりそう）介護支援専門員 高美智恵氏 

 ※各施設の実践を是非お聞き下さい。 

物故者法要のご案内 

■ 日時 平成２５年７月２７日（土曜日）午前１０時～１１時 

■ 場所 特別養護老人ホーム あての木園 大食堂 

■ 平成２４年７月から平成２５年５月の間に亡くなられた方２５名の法要を行います 

盆踊りとお祭りの夕べ 

■ 日時 平成２５年８月１日（木曜日）午後６時３０分～８時 

■ 場所 特別養護老人ホーム あての木園 正面玄関前駐車場 

■ 第１部 三夜踊り 第２部 お祭りの夕べ 第３部 抽選会 

皆様のご参加をお待ちしております。 

■□■ ７月生れの皆さん ■□■ 

○横間 つや さん １３日生れ ９３歳 ○嘉地 傳  さん １２日生れ ８４歳 

○福島 孝一 さん ２０日生れ ８１歳 ○中谷 邦秀 さん １９日生れ ８０歳 

おめでとうございます。皆様のご健康をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

■□■ 職員募集のご案内（平成２６年４月１日採用） ■□■ 

機能訓練指導員（１名）介護支援専門員（１名）看護師（１名）介護職員（４名）を募集しております。 

■□■ ご意見・ご要望をお寄せ下さい ■□■ 

〒９２９－２３７８ 輪島市三井町小泉上野２番地  谷口（ たにぐち ）まで 

 電話番号 （０７６８）２６－１６６１  ＦＡＸ  （０７６８）２６－１７５１ 

 メール  atenoki@skyblue.ocn.ne.jp


