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さやま園祭！好天の中、盛大に行いました。

東村山市民作品展に出展しました。会場設営の様子

様々なジャンルのアトラクションは、どの

年齢層の方にも楽しんでいただけました。

仕上がりをイメージして・・・

ワクワクしながら作りました。



施設長挨拶

夏の厳しい暑さから開放され、朝晩めっきり肌寒い季節となりました。

秋は、食欲をはじめ、スポーツや芸術などイベントがめじろ押しですが、私は、紅葉を楽しみにしています。

紅葉は北海道などの気温が低い地域では、すでに9月下旬から始まっています。

関東では１１月中旬に見ごろを迎えるでしょうか。今から今年はどこに紅葉を観に行こうか旅行雑誌を見なが

ら計画中です。

ひかり苑は、平成28年度も既に半年が過ぎ事業計画に基づいて、順調に施設運営を進めております。

先月は、ひかり苑で一番大きな行事である「敬老会」を開催しました。当日は多くのご利用者、ご家族の皆様、

渡部東村山市長をはじめ多くのご来賓の皆様のご出席を賜り盛会に行うことが出来ました。

また、先日は地域との交流を目的とした「さやま園祭（さやま園・ひかり苑・サンホームの3園合同）」を開催し

ました。

今年度の大きな工事として、現在、屋上の冷却塔の入れ替え工事中です。この工事が終わると、屋上にある

空調設備が全てリニューアルしたことになります。今後は、ご利用者も益々快適な環境の中でお過ごしいた

だけるようになります。

今後も職員一丸となってご利用者が楽しく笑顔で生活していただけるように、また、地域に貢献できる施設

として、一層存在感を発揮できるように取り組んでいきます。更なるご支援・ご鞭撻のほどをよろしくお願い

申し上げます。

これから、寒い冬に向かいます。健康に充分気をつけてお元気でお過ごしいただけることを願っています。

施設長 南山 徳英

新 入 職

９月からひかり苑の特養に入職しました前田陽子です。

介護職は、未経験で、何も分かりませんが、ご利用者が不安にならないように、

また安心して生活できるよう一生懸命頑張りたいと思います。

宜しくお願いいたします。

9月よりディサービスに勤務させていただいております。至らない点も多いと

思いますが、ご利用者が笑顔で生活できるように頑張っていきたいと思います。

宜しくお願いします。

特別養護老人ホーム ひかり苑 介護職員 前田 陽子

東大和市ふれあいデイセンター ひかり苑 看護師 今尾 真

ささやかですが、南山施設長より

長寿のお祝いを贈呈いたしました。



施 設 の 料 理 シ リ ー ズ

ひかり苑では毎月第3水曜日に苑内で喫茶店を行っています。

普段なかなか外出できない方のために普段食べられない、見た目にもおいしそうなものを

提供するように心がけています。
特にフルーツはカット方法をいろいろ変えて綺麗な見栄えになるように工夫しています。

例えば、リンゴは飾り切りの市松模様やスワン型など…。丸いケーキなどはフルーツも丸くし、

三角形のケーキなどは細長いカットをするなど、盛り付けのバランスにも配慮してフルーツを

カットしています。また、高齢者の方でも食べやすいように、薄く切ったり、大粒のぶどうは、
１０秒ほど熱湯に入れ、冷水に取って、皮を剥ぎやすくし、食べるときに皮がじゃまにならない

ようにしています。

今後も、ご利用者が楽しみと思える喫茶店のお手伝いをできればと思います。

調理員 記

メニュー：芋ようかんです ↓↓

リンゴをスライスし、

市松模様を作ってみました！！

（東京オリンピックも意識しています（笑））。

スライスしていますので、高齢者の方でも

食べやすくなっています。

ひかり苑
ホーム喫茶

← プリンです。

ティラミスケーキです。→

果実のままだと食べられ

ない方でも、ミキサーに

かけ色合いを重視し「お

いしそう」を演出します。

← 栗のケーキです。

季節の練りきりです。→

同じフルーツでも、メニュー

によって 切り方を替え

楽しさを演出します。



リハビリ便り

＜還暦を迎え、今やり始めていること＞

健康な内から、いざという時の事を家族と話し合っている方はどれだけいるでしょうか？

ＴＶドラマでは患者と家族のみで亡くなる直前まで会話が出来ていたり、死のちょっと前まで動けたり、そ

う言う映像が見受けられます。がしかし実際は違うと思います。亡くなる頃には、話はできず、意識もなく

動けなくなり、家族が近場におらず、経管や救命装置、医師や看護師に囲まれているのが現状ではない

でしょうか。

そのような状況下で自分の意思を示せるでしょうか？ 明白にノーです。

要するに死が迫ると「こうして欲しい」「ああして欲しい」とか考える事は難しくなります。

厚労省の「終末期医療に関する調査等検討会報告書」によると、患者本人と家族のそれが必ずしも一致

していない事が指摘されています。自分が痛みを伴う末期状態の患者になった場合「単なる延命治療は

やめるべきである」と言う回答は、一般人は全体の21％、医師は52％、看護師は38％、介護士は29％だ

そうです。また自分の家族がそのような患者になった場合「単なる延命治療はやめるべきである」と言

う回答は、一般人は全体の13％、医師33％看護師22％、介護士18％となっています。

自分が亡くなる時は余計な事はして欲しくないのだが、家族が亡くなる時は忍びないのでできるだけ

長生きして欲しいと考えるようです。

きちんと生前の意志（リビングウイル）を家族にだけでも明らかにしておきたいものです。

敬 老 会

ひかり苑の大きな行事の1つ、敬老会が今年も9月10日

に盛大に執り行われました。東村山市長をはじめ、ご家

族の皆様等、多くの来賓の方々にご出席を賜りました。

式典では、最高年齢の利用者様への表彰、卒寿・米寿の

利用者様への花束贈呈等、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、「秀勢会」の皆様をお招

きし、三味線演奏をしていただきました。懐かしい唄が

沢山あり、会場の皆様と一緒に歌いながら、とても楽し

い一時を過ごしました。

敬老会のひとコマ

東村山市・渡部市長の祝辞



様々な日課のスナップ
サンホームの納涼会に参加しました。

お誕生会にて

ケーキが

美味しそう！

ベランダ菜園で採取した

もぎたてのゴーヤを使った

料理教室

ボランティアさんによる人形劇！必見です。

地域にある喫茶店へ出かけました。

園児の訪問に

大喜び！！

こんなに大きいゴーヤだぁ～

サンホームの焼き芋大会に参加しました。



行 事

【 お月見 】

９月１５日の夕食後にお月見をしました。当日は「中秋の名月」でしたが、

お月様は曇の合間から少～し見える程度でした。それでも屋上へ行き、

しばしお月見を堪能しました。その後、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」にちなんだ歌で、皆

様大きな声で歌いました。また、前日の９月１４日に作った月見団子をスス

キとともに供えました。そして、来年のお月見はきっと満月がみれます

ように、皆様で願いを込めました。

【 お盆法要 】

８月３～５日にお盆法要を行いました。３日の午前中にご利用者と近所

のスーパーへ行き「なす」と「きゅうり」を買い、精霊馬を作りました！

今年は皆様で育てたゴーヤも精霊馬の仲間入りに…！。

ゴーヤの青臭さに夏の訪れを感じながら一生懸命作りました。

４日に行われた法要では妙蓮寺副主管である赤川氏にお越しいただ

き一人一人お焼香の時間を設け、皆様大切な人を想いながら時折涙

ぐむ方もいらっしゃいました。法要終盤では毎年恒例、赤川氏による

歌のプレゼントがあり明るい雰囲気で締めくくることができました。

【 さやま園祭 】
１０月16日（日曜日）、毎年恒例のさやま園祭が行われま

した。天候にも恵まれ、地域の多くの皆様がご来場して

くださり、賑やかな一日となりました。イベントでは日体

桜華高等学校の吹奏楽部とダンス部の皆様や、よさこ

い-空 SORA-の皆様、シャボン玉パフォーマーの方が

来られ、会場を大いに盛り上げてくださいました。ご利

用者の皆様がイベントを見ながら各々に歌って踊って

楽しんでいる姿や、地域のお子様方がシャボン玉を一

生懸命に掴もうとされる姿が微笑ましく、印象的でした。

来年も、地域の皆様や利用者の皆様に喜んでいただけ

るようなお祭りにしていけるよう、張り切って運営して

いきます。

模擬店、アトラクションとも大好評でした！！

シャボン玉が

綺麗に膨らんだ！



ご利用者紹介

團野 ふくみ さん 大正15年生まれ

いつも物静かな印象ですが、ご家族の事などはとても嬉しそうによくお話されてい

ます。食が細い方だと伺っていたので、少し心配しておりましたお食事も、好き嫌い

なくゆっくり召し上がっています。

おしぼりタオルたたみをご自分から進んで手伝ってくださいます。他のご利用者と

談笑されていることが多く、食堂の雰囲気を和やかにしてくださいます。

１０月１４から１６日まで行われた地域の作品展にひかり苑ご利用者の

作品を出展させて頂きました。

書道、秋の貼り絵、フェルトのバッグ、毛糸のボンボン花束、紙粘土の

ケーキなどを皆で作りました。

紙粘土ケーキ作りではそれぞれカップケーキに生クリームをのせ、

お好みでフルーツやチョコ、クッキーをデコレーションして最後にミ

ントの葉を飾れば、とっても美味しそうなスイーツ達の完成です！

皆さんニコニコしながら作られていたのが印象的でした。

作品展の会場では、きれいに作品が陳列され素晴らしいひかり苑の

ブースが仕上がっていました。

ご自分の作られた作品を見て嬉しそうに話す方もいれば、他施設の

作品をじっくり見て楽しんでいる方もいて、とても充実した時間を過

ごせました。

東村山市内作品

南雲 妙子 さん 昭和9年生まれ

笑顔が素敵な家族思いの南雲様。食事中も他利用者様に「たくさん食べた～？いっ

ぱい食べてね」と笑顔で声をかけてくれる素敵な方です。手先が器用で１０月１４～

１６日に開催された東村山市社会福祉協議会主催「お年寄りの手作り作品展」では

積極的に作品作りに参加されました。毛糸を使ってぽんぽんを作ったり紙粘土で

ケーキを作ったりと楽しく皆で作り上げ、納得のできに笑顔を見せてくれました。

これからも苑での日々の生活を明るく楽しく過ごしていただけるよう支援していき

たいと思います。

中央公民館へ展示された作品を観に出かけました。

頑張りました！渾身の作品！！



２ ８ 年 １ ０ 月 ～ 1 ２ 月 予定

日 月 火 水 木 金 土

12
月

編集後記

２０１６年は激動の年でした。台風や豪雨による大水害、熊本地震による被災、政治資金使途の公私混同疑惑による都知

事の辞職、リオオリンピックの日本人の活躍、築地中央市場移転地の盛り土問題、北朝鮮の核弾頭の脅威など多肢にわ

たり、あっと言う間に残すところあと２か月となりました。２０１７年は、是非平穏な年になりますように！

１１
月

１０
月

1 2 3 4 5

・訪問歯科
・理美容

・ホーム喫茶

・なつかしの唄

・焼き芋大会

6 7 8 9 10 11 12

・生活リハビリ

（ピアノ伴奏）
・訪問歯科

・創作クラブ

・フルート演奏

・調理教室

・特別なお食事

13 14 15 16 17 18 19

・秋の家族会 ・生活リハビリ
・訪問歯科

・ジャズ演奏
・防災訓練 ・レク活動

20 21 22 23 24 25 26

・生活リハビリ

・南京玉すだれ

・訪問歯科

・ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ
・合同カラオケ ・ケアプラン会議

27 28 29 30

・生活リハビリ

・オカリナ演奏
・訪問歯科

・音楽療法

・防災訓練

1 2 3

・レク活動

4 5 6 7 8 9 10

・生活リハビリ ・訪問歯科 ・理美容
・特別なお食事

・レク活動
・音楽ボランティア

11 12 13 14 15 16 17

・生活リハビリ ・訪問歯科
・音楽療法

・フルート演奏
・レク活動

18 19 20 21 22 23 24

・生活リハビリ
・訪問歯科

・ゆず湯～２２日

・防災訓練

・ホーム喫茶

・クリスマス会

（バイキング方式）
・合同カラオケ ・ケアプラン会議

25 26 27 28 29 30 31

・生活リハビリ

・正月飾り
・訪問歯科

16 17 18 19 20 21 22

・さやま園祭

・市内作品展

・生活リハビリ

・オカリナ演奏
・訪問歯科 ・ホーム喫茶

・ハワイアン

フラダンス

23 24 25 26 27 28 29

・生活リハビリ

・南京玉すだれ
・訪問歯科 ・音楽療法

・合同カラオケ

・誕生会
・ケアプラン会議

30 31

・生活リハビリ


