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感 謝 録

●尾島　芳栄　　　●宮浦　悦子　　　●渡邊　　聡
●コマツ物流ユニオン、コマツ産機ユニオン、コマツユニオン北陸支部
●連合石川かなざわ地域協議会　川端 和哉

●多田　年成　　　●尾島　芳栄
●匿名８名

６月～８月

◎ 施設開放〈本園研修室等〉
三口新町東町会

◎ 実習・体験
日本福祉大学（ソーシャルワーク実習Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（崎浦１名、三陽１名）
金城大学（ソーシャルワーク実習Ⅰ）
　　　　　　　（崎浦１名、三陽１名、ハビリ１名）
金城大学（介護実習Ⅰ）　 　（崎浦２名、三陽２名）
金城大学（介護実習Ⅲ）　 　（崎浦２名、三陽２名）
日本福祉大学（相談援助実習）（木曳野２名、ハビリ１名）
金沢福祉専門学校（介護実習Ⅲ）　　 　（万陽１名）
専門学校アリス学園（介護実習Ⅱ）  （万陽２名、第二２名）
金沢福祉専門学校（介護実習Ⅰ）　 　　（万陽２名）
専門学校アリス学園（介護実習Ⅰ②）　（第二２名）
金沢医療センター附属金沢看護学校（看護実習Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （第三14名）
金沢医療センター附属金沢看護学校（在宅看護論実習）
　　　　　　　　　　　　　　　　  （プラザ20名）
専門学校アリス学園（介護実習①-１）（プラザ２名）
金沢福祉専門学校（介護実習①-１）  （プラザ２名）
北陸学院大学（保育実習Ⅰ）　　　　（ハビリ２名）
北陸学院大学（保育実習Ⅰ（施設））（あけぼの１名）
金沢星稜大学（保育実習Ⅰ）　　　　（みずき１名）

◎ 社会貢献活動
崎浦クリーン作戦　　　　　　　　　　　　（本園）
南小立野小学校ふれ愛リサイクル　　　　　（本園）
内川スクールサポート隊　　　　　（第三・ハビリ）

ご厚意ありがとうございました。

◆ 寄付物品の部

◆ 寄付金の部

　新型コロナウイルス（COVID-19）の感染
予防対策につきまして、陽風園の対応や各施設
の対応状況は、別途ホームページ（https://
www.yofuen.com/）で公表させていただいて
おりますので、そちらをご確認ください。

ボランティア
掲示板
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花の日
訪問

  flower day

第二万陽苑第二万陽苑

第三万陽苑第三万陽苑

◆ ボランティア
●北陸学院大学短期大学部 花の日訪問
●金沢商業高校
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topics 各施設近況報告

特別養護老人ホーム 第二万陽苑

新 型コロナウイルス感染予防をしながら、
様々な工夫を凝らし行事を実施しております。

　９月15日㈬、16日㈭の2日間にわたり『長寿を
祝う会』を実施しました。15日は『長寿喫茶』と
して、昨年大好評でした移動販売車をお呼びし、
スイーツとドリンクを提供しました。16日は、調理
員が腕によりをかけ、重点事業である腸活を意識
した秋の食材を取り入れ、色彩にもこだわった
『長寿弁当』を振る舞いました。
　長寿の節目を迎えられた方々、おめでとうござい
ます。
　終わりの見えないコロナ禍でありますが、利用者
の皆様に素敵な笑顔を届けられるよう努めてまいり
ます。

養護老人ホーム 向陽苑 木曳野

養護老人ホーム 向陽苑 崎浦 特別養護老人ホーム 万陽苑

夏 の恒例行事『納涼祭』を開催しました。昨
年に引き続き、職員お手製巨大流しそうめ

んを楽しんでいただきました。今年は昨年より
13m延長させ全長43ｍ。長～いそうめん台となり
ました　　この迫力に入居者の方もびっくりされて
いました。
　また、９月15日㈬に行った『長寿を祝う会』では、
長寿を祝うセレモニーをはじめ、職員の余興として、
マジックや健康長寿を祝う切り絵の大樹制作をお披
露目しました。
　今年もこれでコロナに負けず、長い夏を乗り切れ
たことは間違いありません。
　これからも一日一日を楽しく過ごしてもらえる
よう心掛けていきます。

皆 様の健康を願って『長寿を祝う会』を行い
ました。劇団経験のある職員を筆頭に、今年

も演劇をお楽しみいただきました。テーマは『水戸
黄門 ～令和版～』おなじみの水戸黄門をオリジナ
ルの面白おかしいストーリーと配役で一同笑いの
渦に…。拍手しながら笑っている方、お腹を抱えて
笑っている方もおられ、大成功となりました。
　来年は、ご家族と一緒に迎えられますように…

中 庭の有効活用の一環として企画されたアニ
マルセラピーですが、利用者の皆様には大

好評で、すっかり当苑での年中行事となりました。
　本来であれば、動物とふれあうことで癒し効果が
得られるアニマルセラピーですが、昨年来のコロナ
禍による感染対策のため、窓越しでの開催となりま
した。それでも、セラピー効果は絶大で、ワンちゃ
んに手を伸ばしたり、手を叩いて喜ぶなど、笑顔が
溢れるひと時となりました。
　協力してくれたのは、当苑職員が自宅で大切にし
ているワンちゃんたち。中庭を飛び回る可愛い姿に、
業務中の職員も癒されたのは言うまでもありません。
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topics 各施設近況報告

新 型コロナウイルスの影響でいろいろとビジ
ネスを取り巻く環境が変化しましたが、研修

の実施方法も大きく揺れ動きました。
　最大の変化はZOOMなどによるオンライン研修
が増え、従来行われていた対面方式の研修が減った
ことです。
　参加者が映し出される画面は全員同じ大きさで、
講師との距離も皆同じのため学びも深くなるなど利
点も多く、地域福祉プラザにおいても、オンライン
研修の機会が増えてきています。

内 川地区の地域交流の一環として、毎年「花
いっぱい運動」に、ハビリポート若葉・若竹

と共に参加しています。今年も７月３日㈯に草刈り、
７月10日㈯に植栽を行ってきました。
　地域の方々と協力しながら、マリーゴールドや
サルビア、インパチェンス、ベゴニアの４種類の
苗を、内川公民館から内川小中学校へ向かう道路
沿いに植えました。その後は地域の方々が愛情を
込めて育ててくださり、現在では彩とりどりの花
が鮮やかに咲いています。
　内川小中学校の通学路となっているその道は、内
川の自然があふれる穏やかな風景に彩を添え、また
子どもたちの笑顔を引き立たせる「花道」となって
います。来年も、再来年も、また次の年も、この風
景を地域の方々と共に守っていきたいと思います。

特別養護老人ホーム 第三万陽苑 救護施設 三陽ホーム

陽風園地域福祉プラザ

心 身の健康を保つためには、十分な睡眠や適度
な運動などが効果的ですが、美味しい食事

を楽しく摂ることもストレスの解消に繋がりますね。
　ハビリポート若葉・若竹では、食事の際は楽しい
雰囲気づくりを心がけており、行事にはキッチン
カーの出張販売を実施しています。毎回利用者の
皆様に人気のあるメニューを厳選し、味に定評の
あるお店を招いています。
　青空の下で出来立ての料理を味わい、折に触れて
「なんだか気持ちがいいわ。」「昔は近所の喫茶店
でこんな珈琲をよく飲んだ。」などの賑やかな会話
が飛び交っています。いつも共に過ごす方々と、
愉快に会話を弾ませながらの食事は更に箸が進みま
すね。
　普段から外出が難しい方をはじめ、コロナ禍で
なかなか外に出る機会のない皆様も、施設にいな
がらちょっとした旅行気分を味わい、「楽しい食事
だった。」と少しでも気持ちが明るくなっていた
だければ幸いです。

令 和３年6月23日㈬三陽祭を行いました。今年
もご家族や地域の方をお呼びすることはでき

ませんでしたが、定番となりつつあるボリューム
たっぷりの『SUNSANカレー』や喫茶でお腹を満
たしていただきました。午後からは職員による余興
を２か所に分けて行い、懐かしい歌や童謡に利用者
様の手拍子も加わり、楽しんでいただけたようです。
　また、７月21日㈬には納涼祭を行いました。密を
避けるため、各寮ごとに順番に回る形でかき氷と
綿菓子を堪能していただきました。シャリシャリと
いう氷が削られる音は、ひと時夏の暑さを忘れさせ、
イチゴ、メロン、ブルーハワイ
の中からお好みのシロップを
かけたかき氷を口にすると、
「冷たいわぁ」「甘いね」「お
いしい！」と好評でした。
　コロナ禍が続きますが、今で
きることを考え、皆様に笑顔で
過ごしていただけるよう努めて
いきます。

トッピングがすごいね！

どれにしようかな

イチゴシロップが一番！

かき氷はいかが

噂の
SUNSANカレー

三陽祭

納涼祭

障害者支援施設 ハビリポート若葉・若竹ハビリポート若葉・若竹
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topics 各施設近況報告

み なさんは「遊び」と聞いてどんなことを思い浮かべま
すか？？

　子どもは、自然や生活の中で出会う様々な事象に好奇心を持
ち、見たり、触れたり、聞いたり、味わったり、においを嗅い
だりと五感いっぱいで感じ「何かな」「どうしてかな？」と探
索、探求を始めます。そして次は、周囲の大人や友だちの姿を
みて「かっこいい」「やってみたい」と自分も挑戦を始めます。
　この子どもの自発的な遊びこそが子ども達の学びになってい
きます。みずきこども園では乳幼児期からこのような経験を大
切にしています。時には困ったり、失敗したりすることもある
でしょう。そのような時には、信頼できる大人の見守りがとて
も大切です。あたたかい眼差しの中で、ひとりひとりが自分の
生活リズムや個性をありのままに受け入れてもらい、個々が
尊重される育児・保育を行うことで、人への愛着が芽生え信頼
関係が育まれ、気持ちが安定し園生活を送ることができます。
　安心できる環境と、やりたい遊びに没頭できる時間と場所を
保障し、適切な援助や声掛けをすることで、ひとりひとりのもっと
「やってみたい」「知りたい」「できる」に繋がっていきます。
　０歳児からの遊びの中にある学びの芽を見逃さず、子どもの
育ちを今後も丁寧に支えていきたいと思います。

好 評いただいているらっきょう、梅干し、ねり梅、
赤しそふりかけが完成しました！！

　●らっきょう　　（400円）
　●赤しそふりかけ（300円）
　●ねり梅　　　　（300円）
　●梅干し　小（300円）
　　　　　　中（800円）
　　　　　　大（1600円）

新型コロナウイルス感染予防のため、イベント販売
などでの出店は少ないですが、焼き菓子・漬物とも
にご注文は受け付けております。

あけぼのショップでも購入できます。
https://akebono-shop.yofuen.com/
ショップのご登録・ご利用お待ちしております。
ぜひご賞味ください。

※軽作業班では、作業の合間に装飾作りを行ってい
ます。施設内が秋の景色になっています。

認定こども園 みずきこども園

就労継続支援B型 あけぼの作業所

MENU

今年も美味しくできました

遊びと学び ～あたたかい眼差しの中での保育～

新型コロナウイルスPCR測定キット導入しました！
　陽風園診療所では、PCR測定キットを導入しました！ これにより、もし利用者様や職員に症状が現れた
場合に、新型コロナウイルス感染症の診断を迅速に行うことが可能となり、早期に陽性者を発見すること
によって感染拡大を防止することにつながります。
　また、９月14日付で石川県発熱患者等診療・検査医療機関の指定を受けましたので、各施設の新規入所
された方のPCR検査を保険診療で実施出来るようになりました。
　このPCR測定キットを活用し、さらなる感染予防の強化に努めていきます。

❶検体採取❶検体採取

❶機器にセット❹機器にセット

❶測定開始❸測定開始

❶プリントアウト❻プリントアウト

❶検体を抽出❷検体を抽出

❺スタート❺スタート

陽風園からのおしらせ
topics
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■ もくじ
P2　各施設近況報告
P7　新型コロナウイルスPCR測定キット
　　 導入しました！
P8　感謝録・ボランティア掲示板

感 謝 録

●尾島　芳栄　　　●宮浦　悦子　　　●渡邊　　聡
●コマツ物流ユニオン、コマツ産機ユニオン、コマツユニオン北陸支部
●連合石川かなざわ地域協議会　川端 和哉

●多田　年成　　　●尾島　芳栄
●匿名８名

６月～８月

◎ 施設開放〈本園研修室等〉
三口新町東町会

◎ 実習・体験
日本福祉大学（ソーシャルワーク実習Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（崎浦１名、三陽１名）
金城大学（ソーシャルワーク実習Ⅰ）
　　　　　　　（崎浦１名、三陽１名、ハビリ１名）
金城大学（介護実習Ⅰ）　 　（崎浦２名、三陽２名）
金城大学（介護実習Ⅲ）　 　（崎浦２名、三陽２名）
日本福祉大学（相談援助実習）（木曳野２名、ハビリ１名）
金沢福祉専門学校（介護実習Ⅲ）　　 　（万陽１名）
専門学校アリス学園（介護実習Ⅱ）  （万陽２名、第二２名）
金沢福祉専門学校（介護実習Ⅰ）　 　　（万陽２名）
専門学校アリス学園（介護実習Ⅰ②）　（第二２名）
金沢医療センター附属金沢看護学校（看護実習Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （第三14名）
金沢医療センター附属金沢看護学校（在宅看護論実習）
　　　　　　　　　　　　　　　　  （プラザ20名）
専門学校アリス学園（介護実習①-１）（プラザ２名）
金沢福祉専門学校（介護実習①-１）  （プラザ２名）
北陸学院大学（保育実習Ⅰ）　　　　（ハビリ２名）
北陸学院大学（保育実習Ⅰ（施設））（あけぼの１名）
金沢星稜大学（保育実習Ⅰ）　　　　（みずき１名）

◎ 社会貢献活動
崎浦クリーン作戦　　　　　　　　　　　　（本園）
南小立野小学校ふれ愛リサイクル　　　　　（本園）
内川スクールサポート隊　　　　　（第三・ハビリ）

ご厚意ありがとうございました。

◆ 寄付物品の部

◆ 寄付金の部

　新型コロナウイルス（COVID-19）の感染
予防対策につきまして、陽風園の対応や各施設
の対応状況は、別途ホームページ（https://
www.yofuen.com/）で公表させていただいて
おりますので、そちらをご確認ください。

ボランティア
掲示板
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花の日
訪問

  flower day

第二万陽苑第二万陽苑

第三万陽苑第三万陽苑

◆ ボランティア
●北陸学院大学短期大学部 花の日訪問
●金沢商業高校


