輪島市福祉会 たより 2017(平成 29)年 11 月号
〒929-2378

輪島市三井町小泉上野 2 番地☎(0786)26
(0786)26-1661

特別養護老人ホーム,短期入所センター,,デイサービスセ
ンター,訪問介護センター,居宅介護支援,,在宅介護支援セ
ンター,配食サービス,筋力向上トレーニング
トレーニング

〒928-0062 輪島市堀町 9 字 25 番地☎(0768)23-4165
認知症対応型通所介護,元気
元気デイ
在宅介護支援センター,訪問入浴
訪問入浴センター 共 生
しせつの窓口(輪島市宅田町)
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2017 あての木園大運動会
木園大運動会(紅白対抗戦)
～赤勝て！！
！！

白勝て！！～

輪島市福祉会

イメージキャラクター

輪島市福祉会

あっちゃん

イメージキャラクター

あっくん

去る、10 月 18 日(水曜日)午後 3 時
時から 紅白にわかれて大運動会が開催されました
されました。紅白にわかれ
て勝負にこだわり、一生懸命に取り組
組みました。競技は玉入れ・パン食い競争・応援合戦
応援合戦等 結果は・・・・。

白組の皆さん
白組

赤組の皆さん
赤組
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輪島ロータリークラブ 『
『新米』30kg の贈り物
10 月 16 日午後 輪島ロータリークラブの
ロータリークラブの泉原良光会長と他会員 11

名が来園
来園され、泉原会長が「新米を
食べて健康に過ごしてほしい」と話し
し、新米を利用者の代表(坂口さん)に手渡しました
しました。坂口さんから「新
米を頂いてありがとうございました」
」と会員の皆さんに御礼を言われました。
輪島ロータリークラブの皆さんありがとうございました
さんありがとうございました。

コーラスグループ『華』の
の皆さんから
10 月 17 日午前

唄の贈り物

『華』の皆さんが
さんが唄声で交流を図りました。懐かしい唄で皆さん
さん喜んでいました。

第 66 回 石川県社会福祉大会
去る 10 月 17 日、石川県地場産業振興
石川県地場産業振興センター大ホールで開催された「第 66 回

石川県社会福祉大会」
において、当法人の職員が社会福祉功労者知事表彰
社会福祉功労者知事表彰を受賞しました。表彰された職員
職員は以下の方々です。
○尾野雅美さん（あての木園ふげしデイサービスセンター
ふげしデイサービスセンター次長）
○増田美奈子さん（あての木園訪問介護
木園訪問介護センターサービス提供責任者）
○橋本美由紀さん（あての木園短期入所
木園短期入所センター介護リーダー） の 3 名
表彰
表彰おめでとうございます。
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不在者投票(第 48 回衆院選)
輪島市からの立会い者のもと 10 月 20 日(金
曜日)午前 10 時～11 時にかけて行われまし
た。

「いしかわ介護フェスタ」に参加（高齢者施設写真コンクール）
いしかわ介護フェスタ～知る・学ぶ・体験する～平成 29 年 10 月 21 日（土曜日）10:00～16:00 石川県
産業展示館 1 号館で開催されました。
高齢者施設写真コンクールに、介護現場でイキイキと働く職員の様子や、利用者とふれあう職員の様子がわか
るような写真を応募しました。残念ながらコンクールには入賞しませんでしたが、少しでも介護・福祉のイメ
ージアップや介護・福祉の職場の雰囲気を皆さんに伝えることができたのではないかと思います。

台風 21 号
10 月 23 日未明に石川県に最接近し、台風 21 号。当施設のある三井町も強風のため施設周辺の木が 3 本
傾き、屋根の一部がはがれました。幸いに施設には大きな被害はありませんでした。今後も災害には十分情
報収集を行い、万全な体制で取り組んでいきたいと思います。

台風 21 号の進路
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作品展覧会
作品展覧会・文化展のご案内
案内
■第 32 回 社会福祉施設利用者余技展覧会
平成 29 年 11 月 7 日(火曜日)～11 月 10 日(金曜日)
石川県社会福祉会館・中ホール(4
(4 階)、第二会議室(3 階)にて
〒920-8557 金沢市本多町 3 丁目 1 番 10 号

■2017 年度 あての
あての森三井の里山文化展
平成 29 年 11 月 4 日((土曜日)～11 月 5 日(日曜日)
旧輪島市立三井中学校に
に於いて(輪島市三井町興徳寺)

11 月 4 日(土)9:00～16:00 11 月 5 日(日)9:00～15:00
利用者の作品を出展いたします
いたします。

■2017 あての木園作品展覧会
木園作品展覧会
11 月 14 日(火曜日)～11 月 19 日
日(日曜日)8:30～17:30

あての木園正面玄関
木園正面玄関ホール他
生花、書道、手工芸等の作品を展示
展示します。(個人作品・共同作品)

一般の方を対象
対象とした研修会のご
のご案内
能登地区在宅医療県民公開講座 2017
■平成 29 年 11 月 19 日(日)
■会場 千寿苑「交流ホール」
七尾市千野町に部 15 番地

10:00
10:00～12:00

市民フォーラム
で暮らしを支える』
『住み慣れた地域で
～その人らしさを重視する
する医療と介護の取り組み～

■平成 29 年 12 月 2 日(土)開場
日
13:30～
講演時間 14:00
14:00～16:00
■会場 輪島市文化会館 3 階小ホール
輪島市河井町
■講師 黒瀬 亮太 医師
金沢ホームケアクリニック
ホームケアクリニック院長
日本内科学会 認定内科医
日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医

主催 わじまケアネット連絡協議会
わじまケアネット
共催 石川県介護支援専門員協会能登北部支部
後援 輪島市・能登北部医師会
能登北部医師会・輪島市歯科医師
会・能登北部薬剤師会
能登北部薬剤師会

ご意見やご要望をお
をお寄せ下さい
電話 (0768)26-1661
1661 ファックス (0768)26--1751
メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp
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