
11月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

.

　11月12日は、上三川町ふれあいまつりが、いきいきプラザで開催されました。

ふじやまの里としては、9月末にＪＫＡ補助事業で整備した福祉車両の日産セレナの

乗り入れ体験と、和太鼓の演奏を行いました。セレナの体験では、一番乗りで上三川町

星野町長に体験していただき「静かに乗り入れできますね。座席は思ったより高く、見晴らしがいいです。」

と感想を述べていただきました。

職員有志の和太鼓演奏では、太鼓の音にひきつけられて、観客が集まり、多くの町民の方々に

聞いていただきました。

　師走に入り、寒さが一段と厳しくなりましたが、利用者の方々は、体調を崩されることもなく安心しています。

皆様どうぞ、良いお年をお迎え下さい。

ご家族様各位
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10月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

.

　ふじやまの里の秋祭りを10月15日に開催しました。

朝から雨が降り続いていたにも関わらず、ご家族や近隣の方々に来ていただき、

楽しいひとときを過ごすことができました。今年の秋祭りの主役は、手作りのお神輿です。

プロ顔負けの立派なお神輿が完成し、入居者の方々に触ってもらったり、担いでもらったりして、

お祭り気分を味わっていただきました。

　また、10月中に上三川幼児園の子供達が3回にわたって施設訪問してくれました。歌や踊りを披露してくれて、

皆様はとても大喜びでした。起きてこられない方のベットの側へ行って、子供たちの「元気になってください。」

の声に涙を浮かべていた方もいらっしゃいました。

ご家族様各位



9月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

.

　“暑さ寒さも秋岸まで”と言いますが、９月下旬からは、朝・晩が涼しく、過ごしやすい季節となりました。

９月４日に、栃木神社庁青年部の方々によるそば打ちと、和太鼓の演奏を披露していただきました。

デイサービス利用者の皆さんの日頃の、太鼓練習の成果を発表する場を設け、おそろいのオレンジの

Tシャツを着て、みごとに太鼓の演奏ができました。

　９月２１日には、淀川食品の田中重徳さんを招いて、落語を開催しました。

笑うことは免疫力を高め、老化防止にもなります。入居者も、デイサービス利用の皆さんも大いに

笑っていただきました。きっと何年か寿命も延びるでしょう。

１０月１５日の秋祭りでは、いろいろな催し物を用意していますので、是非、お越し下さい。

お待ちしております。

ご家族様各位

淀川亭 重徳

ふじやまの里だより
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8月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

.

　８月の天候は、前半の連日の猛暑と、後半の長い雨空で、体調を崩される方が多かったようですが、

施設の入居者の皆様には、穏やかに過ごしていただくことができました。

 ふじやま農園で収穫した、キュウリ、ナス、ピーマン、ニンジン、ジャガイモ、シソ、ハーブを食卓に提供することが

できました。キュウリとナスの即席漬けなどは、とても喜んでもらいました。

　８月２７日には、グリーンジュニアあいはらの皆様による、マーチングバンドの演奏会が催され、元気に旗を持って

踊る女の子や、楽器を奏でる小・中学生の姿を見て、感動のあまり涙を流される方もいらっしゃいました。

　９月は、上三川幼児園の訪問を予定しています。今後さらに子供達とのふれあいの場を多く提供できるよう

支援したいと思います。

　残暑お見舞い申し上げます。

ご家族様各位
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7月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

.

暑中お見舞い申し上げます。

　蒸し暑い日が続いていますが、皆様におかれましては、お元気にお過ごしの事とお喜び申し上げます。

　７月１８日の朝、女子サッカーの「なでしこジャパン」のワールドカップでの優勝で日本中が元気をもらいました。

７月２４日、ふじやまの里に演歌歌手の大泉逸郎さんが施設訪問されました。｢孫」のヒット曲は皆様にも記憶に

残っていると思いますが、大泉さんのステキな歌声で、私たちの心を癒してもらいました。

昼食には、「金兵衛寿司」によるにぎり寿司をホールで３８名の希望者の方に召し上がっていただき、楽しい

ひとときを送ってもらうことができ、職員一同、喜んでおります。

施設では９月４日に、そば打ち会も予定しております。

皆様、是非！手打ちそばを召し上がりに来ませんか？

ご家族様各位

７/７☆流しそうめんの様子です。
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6月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

.

　梅雨の晴れ間は、真夏を思わせるほど蒸し暑さを感じますが、皆様におかれましては、お元気のことと

お喜び申し上げます。

　6月のイベントは、ボランティアの牛山様によるｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演奏会と、橋本様ご夫婦によるギター演奏会を開いて

いただき、デイ利用者様と施設入居者様達と一緒に歌をうたって楽しいひとときを過ごしていただきました。

又、厨房を運営する淀川食品（株)から一周年記念特別食（和食・中華・洋食・松花堂弁当・ケーキバイキング）

の提供がありました。

　施設では、節電対策としてエコワイズシステムを導入しました。これは、施設全体の使用電力量が事務室の

モニターに表示される装置で、予定量を超える場合はアラーム音で知らせる仕組みになっています。

節電に努めながらも熱中症予防に配慮して、室温調節、水分と食事の利用摂取、体重などを目安に注意を

はらっていきたいと思います。

ご家族様各位

エコワイズシステム

牛山様ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演奏

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12h2n4vqk/EXP=1310175591;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGxpdUJCX3RfTl9QMGNfdlVSZjhQRloxWnJSWEpRc0pkVkRsTzBFWXdZSDFndHNnMnlDRXVkSjNkQQRwA04uYWNpQ0RqZ3FUamc2bmpncm5qZzRnZzVMaUQ1YVNWBHBvcwMxBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.sai-create.com/_img/illustration/2009/ill_0630.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12h2n4vqk/EXP=1310175591;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGxpdUJCX3RfTl9QMGNfdlVSZjhQRloxWnJSWEpRc0pkVkRsTzBFWXdZSDFndHNnMnlDRXVkSjNkQQRwA04uYWNpQ0RqZ3FUamc2bmpncm5qZzRnZzVMaUQ1YVNWBHBvcwMxBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.sai-create.com/_img/illustration/2009/ill_0630.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13hf3gfku/EXP=1310175479;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0hTOXBtdWdOa0VBRzNvVm5kQ3VoVGIwdkd3cVFpaG5sS01CaWkxbTNUM0ZKMU1pTnVESjFaeFEEcANOLmFjaUNEamdxVGpnNm5qZ3Juamc0Zy0EcG9zAzI2BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.jp-network.japanpost.jp/amusement/downloads/illustrations/summer/images/b06020.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13hf3gfku/EXP=1310175479;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0hTOXBtdWdOa0VBRzNvVm5kQ3VoVGIwdkd3cVFpaG5sS01CaWkxbTNUM0ZKMU1pTnVESjFaeFEEcANOLmFjaUNEamdxVGpnNm5qZ3Juamc0Zy0EcG9zAzI2BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.jp-network.japanpost.jp/amusement/downloads/illustrations/summer/images/b06020.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11upbduvl/EXP=1310185942;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlhJdXlpWjEtMmxZbnUyUVFDVzU2MWFxS0o3QU02UHVhNWs0UmtuaVZhZlltdnBjVnpZOXFDcGxuYwRwAzQ0Rzc0NEdmNDRLTElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwMyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.wanpug.com/illust/illust464.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11upbduvl/EXP=1310185942;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlhJdXlpWjEtMmxZbnUyUVFDVzU2MWFxS0o3QU02UHVhNWs0UmtuaVZhZlltdnBjVnpZOXFDcGxuYwRwAzQ0Rzc0NEdmNDRLTElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwMyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.wanpug.com/illust/illust464.png


5月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　新緑のきれいな季節になりました。ふじやま農園では、ジャガイモ、ネギ、ナス、キュウリ、トウモロコシなどの

作付けを終え、生育を楽しみに待ち望む今日この頃です。18日に、福祉劇団やすらぎの会の皆様と、

21日にシルバー大学のボランティアの方々による歌や踊り、ギター演奏や手品のショーを見せていただき、

楽しい一時を過ごしていただきました。

　東日本震災から2ヶ月が過ぎ、施設全体で、節電に努めております。無駄な照明の消灯に心がけておりますので、

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

ご家族様各位

ふじやまの
里

ふ
じ
や
ま
の
農
園

5月31日に行った総合訓練の様子です。

搬送方法についても学びました。
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4月号

社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　東日本大震災の復興にむけて、日本全体の前向きの姿勢を後押しするかのように、桜の花が開花しました。

22日は、施設花見大会を富士山公園で開催しました。ボール遊びで体を動かし、たこ焼きをほおばり、花見弁当を

召しあがっていただきました。普段とは違った野外での食事なので、皆様には大変喜んでいただきました。

今年度も、利用者の方々に喜んでいただける企画を実施したいと思いますので、家族の皆様からのご意見・

ご感想をお寄せ下さい。お待ちしております。

ふじ や の里だよりま

ご家族様各位

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=126kcc5qp/EXP=1304752911;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU2FydHlKdDk1MGVZUlpTV003MEpJMkJsbHFzeWh4UlJ3UjR3d3c1ZXk2bm9MMVh5c1FZN01DbVR3BHADNXFHY0lPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RvZzR6bW1hOC0EcG9zAzkEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/img05.ti-da.net/usr/texture/back_sakura.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=126kcc5qp/EXP=1304752911;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU2FydHlKdDk1MGVZUlpTV003MEpJMkJsbHFzeWh4UlJ3UjR3d3c1ZXk2bm9MMVh5c1FZN01DbVR3BHADNXFHY0lPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RvZzR6bW1hOC0EcG9zAzkEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/img05.ti-da.net/usr/texture/back_sakura.jpg
http://park18.wakwak.com/~osyare/sakura/ko-namiki.htm
http://park18.wakwak.com/~osyare/sakura/ko-namiki.htm
http://park18.wakwak.com/~osyare/sakura/ko-namiki-r.htm
http://park18.wakwak.com/~osyare/sakura/ko-namiki-r.htm
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14qvhkoed/EXP=1304756348;_ylt=A3Jvco77rsNN_bMAcgOU3uV7;_ylu=X3oDMTA2dDlwbTE2BHlqZANwYw--/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&rkf=1&ib=-1&ktot=53&dtot=0
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14qvhkoed/EXP=1304756348;_ylt=A3Jvco77rsNN_bMAcgOU3uV7;_ylu=X3oDMTA2dDlwbTE2BHlqZANwYw--/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&rkf=1&ib=-1&ktot=53&dtot=0


3月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　おかげ様をもちまして、ふじやまの里は大過なく一周年を迎れることができました。これも施設内・外の多くの

皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます。

　さて、3月11日の東日本大震災では御心配をおかけしました。当施設では地震当日の夜は、余震に対する

不安もあり、3階入居の20名が1階のデイサービスセンターで一夜を過ごしていただきました。

幸い健康被害もなく職員一同、胸をなでおろしています。また、施設の建物自体にも目立った被害は

ありませんでした。原発事故や計画停電など、これからもさまざまな困難が予想されますが、これまで以上に

節電や節約を心がけてまいります。

東海道山陽新幹線 姫路駅

メンチカツ弁当

月に一度の駅弁＆銘菓めぐり

栃木県日光市 きぬの清流



2月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　ふじやまの里農園に昨年植えたチューリップが芽を出し始め、春の訪れを感じさせてくれる今日この頃ですが、

家族の皆様方には、ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　今年の２月は、例年にない降雪の多さに、寒さも厳しく、入居者の方々の健康管理に気を配る毎日でしたが、

インフルエンザやノロウイルスに感染される方もなく、無事に春を迎えることができ、うれしく思っています。

　２月の行事として、シルバー大学の方々が、ギター演奏やフラダンスを披露してくださり、とても楽しいひと時を

過ごすことができました。また、デイサービスにおきまして、しらさぎ会の方々による、そば打ちを行いました。

　２７日は、鯛のお造りショーとにぎり寿司の会を実施し、高橋料理長の腕前を拝見し、おいしいお刺身をいただき

ました。そして、金兵衛寿司の皆様が握ってくれたお寿司は格別でした。

　これからも、ふじやまの里の利用者様の笑顔が絶えない施設をめざし頑張りたいと思いますのでよろしくお願い

申し上げます。

☆
金
兵
衛
寿
司
☆

★
高
橋
料
理
長
★

☆ギター＆フラダンス☆

★そば打ち会★
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1月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　まだまだ肌寒い日が続く毎日ですが、家族の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　当施設におきまして、お正月に神主さんに神棚を設置していただき初詣をいたしました。ここで初詣ができると

思っていなかったと皆さん喜んで下さいました。また、そのときに障害者への寄附を募ってみたところ、たくさんの

寄附をしていただきましたので、上三川町の社会福祉協議会に寄附いたしました。

　インフルエンザの報道が聞かれますが、現在、入所者様はかかっておりません。今後も注意をはらって感染しない

ようにしていきたいと思います。

　新年会には、入所者と一緒に理事長、施設長と職員で食事やカラオケ等を行い、楽しく過ごすことができました。

今後も変わらず入所者様の為に頑張りたいと思います。

北関東地方伝統の郷土料理

ふじやま神社

太鼓クラブ



１2月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　新年、明けましておめでとうございます。

昨年は、公私共にお世話になりました。皆様方のご支援ご協力により、無事に年を越すことができました。

施設長はじめ職員一同、深く感謝しております。

　今年も昨年以上に精進して行きたいと思います。

　さて、１２月はクリスマス会を開催したところ、サンタクロースよりすてきなプレゼントを受け取り喜んでいました。

また、クリスマスケーキもユニットごとで作り、それぞれ違ったケーキができました。

インフルエンザやノロウイルスにかかった入居者もいませんでした。これからも注意していきたいと思います。

※　飲食物の持ち込みについて

　　ご家族及び面会をされる皆様へ

　当施設では、食品衛生の徹底・身体状況（栄養ケアマネジメント実施）に応じた適温配膳による

食事の提供を行っております。食中毒の発生がしやすい季節になってまいりました。

お刺身、生菓子などの、生もの製品の持ち込みは、食中毒防止及び健康維持のため原則として、ご遠慮願います。

　やむを得ず、持ち込まれる場合は、ユニットスタッフに申し出て下さい。ご協力の程よろしくお願いいたします。

りんどうユニット作

あ
さ
が
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作

http://www.templatebank.com/gold/nenga/dlf.asp?ca=ill&ca2=ekzr&pg=1&pt=A&cn=263&sn=0001&iw=756&ih=984&png=
http://www.templatebank.com/gold/nenga/dlf.asp?ca=ill&ca2=ekzr&pg=1&pt=A&cn=263&sn=0001&iw=756&ih=984&png=


11月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　寒さも厳しくなり、ご家族の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

先日のお蕎麦の会では、朝から「しらさぎ蕎麦会」の方たちの手打ちの様子を入居の皆様も見に来られて、

感心していました。打ちたてのお蕎麦を食べられて、良かったと満足されていました。

　１１月に入って、急に天気が悪くなり気温の変化が激しくなってきましたので、健康管理に十分、

神経をつかってインフルエンザ、また、ノロウイルス等にかからないようにしていきたいと思います。

ご家族の方に於きましても、面会に来る際には、健康に注意されお越し下さい。

　１２月においては、１２月１９日に居酒屋を開いて、入居者、職員、各関係の皆様に声をかけて、

慰労をしたいと思っております。

　施設として、４月に開設し８ヶ月が過ぎ、来年に向けて、施設長をはじめ職員一同、精進して

努めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

お昼に手打ち蕎麦を食べました♪

温かいお蕎麦か、冷たいお蕎麦。

好きな方を選んで食べたよ☆

１１月２５日にふじやまの里で健康診断を

行いました。



１０月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　鮮やかな紅葉の候となり、ご家族の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　当施設に尽きましては、１０月２０日に虹のキャラバンの皆さんが来て、すばらしいショーを見せてくれました。

入居者また家族の皆様も楽しく拝見することができました。久しぶりにプロの歌声を聴いて感激したと思います。

そして、フラメンコの先生が指導に来てくれました。リハビリも兼ね、利用者の皆様もカスタネットを使って

参加したり踊ったりと、本当に楽しい時間を過ごしました。

　さて、１１月に入って寒くなり、動くのがおっくうになるところですが、毎週の太鼓クラブは元気に参加しています。

１１月２８日は、ボランティアの人たちが、そば打ちの実演を見せてくれ、お昼には打ちたてのそばを

食べさせてくれるそうです。

ご家族の皆様も是非いらしてください。

一緒に食べましょー♪

職員一同、お待ちしております。

∩（・□・）∩♪

（・∀・）ﾉ☆

１０月２０日。

虹のキャラバンの様子です。

この後、利用者の方も一緒に

踊ったりしたんだよぉー★



９月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　秋の風が冷たく感じるようになりました。

入居者家族の皆様に於かれましては、益々ご発展のこととお喜び申し上げます。

　９月を持ちまして、６ヶ月が経ちました。敬老の日は高校生による太鼓演奏で祝いました。

そして、太鼓クラブ結成。これから、毎週、和太鼓を使って楽しんでもらいたいと

思います。また、上三川幼児園の子供たちの訪問。本当に心が癒されました。別れが本当につらい様子が

うかがえました。

そして、あの暑い夏も過ぎて、収穫の秋です。新米も刈り取り、たくさんの作物ができています。

本当に楽しみですね。新鮮な作物を用意していますので、期待して下さい。

ふじやまの里だより

太鼓クラブの様子です。

みなさん積極的に参加してます。



８月号

ご家族様　各位
社会福祉法人　順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　残暑が続く毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。

当施設にいおいて、初めての夏祭りを開催することができました。入居者の家族の皆様

そして、当施設の関係者の皆様多数おいでいただきありがとうございました。坂上おはやし会による

おはやしの演奏、大平山神社青年部隋神福太鼓の人による太鼓の妙技は、見る人の心を響かせてくれた

のではないかと感激いたしました。

入居者の中には、感激のあまり涙を流している方も何人かおられました。来年も開催できるよう

頑張りたいと思っております。

まだまだ暑い日が続くと思いますので、健康には充分ご自愛下さい。

今後とも当施設の応援をよろしくお願い申し上げます。

「大平山神社青年部隋神福太鼓」のみなさんです。

迫力のある演奏ありがとうございました。

ふじやまの里だより

ふじやまの里にも和太鼓が！！

みんなで練習したいと思います。



ご家族様　各位
社会福祉法人順仁会

特別養護老人ホーム　ふじやまの里

　暑さ厳しき折、皆様に於かれましては、いかがお過ごしでしょうか。

当施設も４月に開設し、４ヶ月が経ちました。おかげ様で、ユニットも満床になり、ショートステイも利用者が

増えてきています。

　さて、７月始めに短冊に利用者様と職員の願い事を書いて飾りました。暑さも日に日に増してきたところで

つい先日は、流しそうめんを行い皆様楽しく参加していただき、お腹いっぱい食べていただきました。

これから８月の夏祭りに向けて、職員も施設全体を盛り上げて、より楽しんでいただけるよう頑張りたいと

思っております。

ふじやまの里だより

みんな楽しく流れてくるそうめんを

いただきました♪

七夕ということで、みんなで

彦星さまと織姫さまのちぎり

絵を作りました。


