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社会福祉法人 憲章会　特別養護老人ホーム 東雲の丘
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『しののめライフ』 は社会福祉法人 憲章会の最新ニュースを毎月 10 日に発行しております。

社会福祉法人 憲章会社会福祉法人 憲章会
特別養護老人ホーム 東雲の丘特別養護老人ホーム 東雲の丘 TEL:098-946-2051TEL:098-946-2051

https://www.kenshoukai.or.jp/　または” 東雲の丘” で検索！

高齢者に関する事は、 何でもお気軽にご相談下さい！

〇特別養護老人ホーム 東雲の丘
〇東雲の丘 グループホーム
〇共用型認知症対応型通所事業
〇在宅型有料老人ホーム マチュピチュ
〇東雲の丘 デイサービスセンター
〇東雲の丘 ショートステイ
〇東雲の丘 配食サービス事業
〇居宅支援事業所 東雲の丘
〇サービス付き高齢者住宅 ハナミズキ
〇しののめ小規模多機能型居宅支援事業所
〇東雲の丘式生涯学習プラットホーム カルチャーレストラン

〇しののめ nursery school （Ⅰ・Ⅱ）

定員 100 名完全個室型のユニットケアが特徴です。
定員 18 名完全個室型の認知症ケアが特徴です。
定員 6 名認知症対応の 「通い中心に」 在宅生活を支える事業です。
定員 24 名自立から要介護者までどなたでも入居できる施設です。
通い中心に在宅生活を支える事業です。
年中無休で必要に応じて 「泊り」 が出来る事業です。
管理栄養士の献立のもと朝 ・ 昼 ・ 夕と毎食配達が出来ます。
介護保険に関することを利用者の立場でケアプランを作成します。
定員 18 名 60 歳以上の虚弱な方から利用出来ます。
定員 25 名通いを中心に 「泊り」 や 「訪問」 のサービスが受けられます。
パソコンを利用した高齢者向けの自立学習型生涯学習教室
小規模型事業所内保育園 （19 名）、 企業主導型保育所 （21 名）

東雲の丘 ディサービスセンター『パルテノン』東雲の丘 ディサービスセンター『パルテノン』

東雲の丘 配食サービス事業所東雲の丘 配食サービス事業所

　高齢者福祉施設のこころ配りを念頭に、管理栄養士による管理された、安全で美味しい食事を
朝食、昼食、夕食と毎食一年365日ご自宅へ配達致します。
　・朝　食・・・450円（7:15～8:30）
　・昼　食・・・580円（11:15～12:30）
　・夕　食・・・580円（16:15～17:45）
※希望食や特別食を利用される場合は別途70円加算されます。
　 ・希望食・・・好き嫌い対応・その他希望食対応
　 ・特別食・・・軟采食・キザミ食・ミキサー食・腎食・糖尿病・食物アレルギー対応、制限食など
【サービス提供範囲】 南城市・南風原町・与那原町・西原町・八重瀬町
※離れて暮らすご家族様にもご安心いただけますよう配達時に安否確認サービスを実施しております。
※南城市食の自立支援事業については、南城市からの助成があります。

みんなで話して歌って、踊って笑いましょう！
笑っていますか？

ひとりで家にこもっていませんか？
体、動かしていますか？

車椅子に座ったままで出来る楽しい体操もありますよ。
住み慣れた自宅でいつまでも暮らしたい。

そんな皆さまの思いを、東雲の丘は全力でサポートします。
健康チェック・食事・入浴・リハビリ・レクリエーション・季節ごとの楽しい行事を日帰りで楽しんでいただけます。

のんびりゆったりできるふれあいを心がけています。
ショートステイ（短期入所）のご利用もお問い合わせ下さい。

【実施地域5市4町】那覇市・糸満市・豊見城市・浦添市・南城市・八重瀬町・南風原町・与那原町・西原町・他

★7/4 健康診断
★7/26 納涼まつりのリハーサル
★7/28 第 38 回東雲の丘納涼まつり

第 79 号　今年1月から東雲の丘式生涯学習プラットホーム「カルチャーレストラン」が正式オープンになりました！カルチャ
ーレストランとは、自分でパソコンを操作し、様々な講座から楽しく学ぶことができ、パソコンを触ったことがない方
でも一から学ぶ事ができる講座です。これからの時代、ITがますます重要(必修)になってくると思われます。この機会
に是非学んでみてはいかがでしょうか？体験受講も出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい！！

【営業時間】 10:00～19:00（定休日なし）
【場　　所】 2階カフェ パルミラ内
【  受講料  】  8,000円 (月額)
【講座内容】 パソコン初級・中級講座、Word/Excel/PowerPoint講座、iPad講座、
                       脳トレ、デコクラフト、ペーパークラフト、水彩画、山の幸染め、ライ
                       フケアカラー、デジカメ・写真講座、アルバム作成講座、大人塾（英
                       語・数学・理科・社会）、旅行会話（英語・中国語）、他30講座以上
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普通食普通食普通食 キザミ食キザミ食キザミ食 流動食流動食流動食

 毎年恒例の東雲の丘納涼まつりが平成 30 年 7 ⽉ 28 ⽇ ( ⼟ ) に開催されます。
職員の創作エイサー、盆踊り、バンブーダンス、⽼⼈クラブの皆様の踊りや
参加者全員対象のお楽しみ抽選会もござますので、皆様、振ってご参加下さい。

  第３８回 東雲の丘納涼祭り
⽇ 時︓平成３０年７⽉２８⽇ ( ⼟ ) 午後６:００開始
司 会︓平⽥いづみ、具志堅司

 18:00 開会 司会
 18:05 主催者あいさつ 社会福祉法⼈憲章会 ⽯島 衞
 18:10 来賓あいさつ 南城市⻑ 瑞慶覧⻑敏
 18:15 盆踊り ( 第１ステージ ) 全員
 18:30 世果報でーびる ( 体操 ) 全員
 18:35 賛助出演 南城市⽼⼈クラブ連合会⽟城⽀部⺠踊愛好会
 18:45 賛助出演 南城市⽼⼈クラブ連合会⼤⾥⽀部芸能クラブ
 19:55 賛助出演 南城市⽼⼈クラブ連合会佐敷⽀部⺠踊愛好会
 19:05 こども盆踊り しののめナーサリースクール
 19:15 国際交流 外国⼈介護福祉⼠候補⽣
 19:20 賛助出演 障がい者⽀援施設 鵠⽣の叢
 19:30 お楽しみ抽選会
 19:50 しののめエイサー 東雲の丘 職員
 20:05 賛助出演 ⼤⾥さわやか⺠踊サークル・⼤⾥⺠踊レク美和の会
 20:15 賛助出演 ⼤⾥優遊⺠踊レクサークル
 20:25 盆踊り ( 第２ステージ ) 全員
 20:40 お楽しみ抽選会
 21:00 閉会 司会

* 閉会後お⼦様たちへ花⽕のプレゼントがあります♪

〒901-1203 沖縄県南城市大里字大城 1392 番地〒901-1203 沖縄県南城市大里字大城 1392 番地

統括本部長補佐　竹越　久泰

納涼まつりが始まるよ！！

管理者　永井 達也管理者　永井 達也管理者　永井 達也

管理者　前新 俊管理者　前新 俊管理者　前新 俊

管理者　照屋 尚秀管理者　照屋 尚秀管理者　照屋 尚秀
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入居者の日常生活をスナップ写真にまとめてみました♪入居者の日常生活をスナップ写真にまとめてみました♪
入居者の笑顔と職員の頑張りをご覧ください入居者の笑顔と職員の頑張りをご覧ください

東雲の丘 父の日セレモニー東雲の丘 父の日セレモニー東雲の丘 父の日セレモニー
平成30年 6月 17 日平成 30 年 6 月 17 日平成 30 年 6 月 17 日

しののめ nursery school(Ⅱ) 前黒島 智司

ピザパーティーピザパーティー♪～ ナーサリースクール主催 ～～ ナーサリースクール主催 ～

「見て見て！お空には星いっぱいの天の川が流れているよ☆彡」「見て見て！お空には星いっぱいの天の川が流れているよ☆彡」
～七色の短冊に願いを書きましょう。皆さんの願いが叶いますように☆）））～～七色の短冊に願いを書きましょう。皆さんの願いが叶いますように☆）））～

2018.6.2
ユニットケアホーム開所記念「東雲の丘スポーツ大会」が行われました！

2018.6.27
仲村田鶴子さん、94 歳の誕生
日を子供達とランチを頂きな
がらお祝いされています。

2018.6.27
先日に開催した家族との交流会で、七夕祭りに向けて、各々の家
族で短冊に願いを書いてもらいました。願い事はそれぞれにユニ
ークです。入居者・家族・職員の願いを込めた短冊は、笹の葉に
やさしく、さらさら、ゆらゆらと涼しげにゆれています。
（グループホーム 1号館 /石川貴美子発信）

2018.6.22
｢やぶ蛇喜寿の会｣、18 名の施設見
学受け入れ実施。施設見学および
介護保険制度利用について説明を
うけ、その後、当施設「パルミラ
」にて昼食。見学者の方から「施
設見学ありがとうございました。
昼食も凄く優しい味で美味しかっ
たです。」と嬉しいお言葉を頂きま
した。

  「見て見て！お空には星いっぱいの天の川が流れているよ☆彡」
平成 30 年 07 月 06 日（金）しののめナーサリースクールでは一足早い七夕会を開催致しました。
子どもたちが明日、保護者と夜空を眺め楽しむようにの下準備です。
天の川のイラストを見ながら、出だしはこんな感じです。七夕のお話の始まり、はじまり〜。
「天の川には秘密のお話があります」
星の中に、神さまの布を織っている「織姫」と、牛の世話や畑仕事をする働き者の「彦星」がいま
した。2人は仲良く暮らしてましたが、いつの間にか仕事をしないで、毎日遊んでばかりいるよう
になってしまいました。そこで、神さまが怒って天の川の両岸に 2人を引き離してしまいました。
でも、1年に 1度だけ、天の川に架けられた橋を渡って会うことが許されたのです。それが、7月
7日の七夕の日です。
明日、家族と星を見ましょう。そしてお家の人に、この七夕の話しと織姫と彦星のことを教え、七
夕の歌を唄って下さいね。
そして、七色の短冊に願いを書きましょう。皆さんの願いが叶いますように・・・。

ウチナー織姫と彦星の登場‼ウチナー織姫と彦星の登場‼
七夕会の始まり、はじまり～七夕会の始まり、はじまり～
ウチナー織姫と彦星の登場‼
七夕会の始まり、はじまり～

短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて
「きょうりゅうにあいたい」「きょうりゅうにあいたい」
短冊に願いを込めて

「きょうりゅうにあいたい」
短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて

「プリキュアになりたい♡」「プリキュアになりたい♡」
短冊に願いを込めて

「プリキュアになりたい♡」

短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて
「たくさんくるまをかいたい！」「たくさんくるまをかいたい！」

短冊に願いを込めて
「たくさんくるまをかいたい！」

短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて
「おつきさま、いつもみまもってくれて「おつきさま、いつもみまもってくれて

ありがとう」ありがとう」

短冊に願いを込めて
「おつきさま、いつもみまもってくれて

ありがとう」
短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて

「パトレンジャーになりたい」「パトレンジャーになりたい」
短冊に願いを込めて

「パトレンジャーになりたい」

短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて
「しょうぼうしゃにのりたい」「しょうぼうしゃにのりたい」

短冊に願いを込めて
「しょうぼうしゃにのりたい」

短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて
「おとうとかいもうとが「おとうとかいもうとが
できますように！」できますように！」

短冊に願いを込めて
「おとうとかいもうとが
できますように！」

短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて
「パトカーになりたい」「パトカーになりたい」
短冊に願いを込めて
「パトカーになりたい」

短冊に願いを込めて短冊に願いを込めて
「パトカーになりたい」「パトカーになりたい」
短冊に願いを込めて
「パトカーになりたい」 みんなの願い、お空に届け！みんなの願い、お空に届け！みんなの願い、お空に届け！

元気いっぱい元気いっぱい
七夕の歌をうたえたね七夕の歌をうたえたね

元気いっぱい
七夕の歌をうたえたね
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