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　「和合愛光園」1号館の高橋なか さまが、
百寿（100歳）のお祝いを受けられました。
安倍内閣総理大臣からお祝い状をいただき、
職員から「おめでとうございます。」と声をか
けると、「ありがとね、ありがとね。」とはにか
んでいらっしゃいました。

「Trick or Treat !　お菓子をく
れなきゃ、いたずらするぞ！」
　愉快なBGMと共に、はなえみ
子供たちの元気な声が近づいて
きました。手作りのお化けの仮
装をして、楽しそうに行進して
きます。「お金をくれなきゃ、
いたずらするぞ！」なんて、子
供らしいジョークも笑いを誘い
ます。
　愛光園の各職場からたくさん
のお菓子をもらって、ご満悦な
子供たちでした。

 10月20日、地元・和合町寸田ヶ谷
の秋祭りがありました。愛光園の東
にある三社神社から御殿屋台が出発
して、「和合サテライト」と「和合
愛光園」で子供たちのお囃子と祝練
を披露して下さいました。
　涼しくなった秋の夕暮れ、利用者
さまも職員も、親しみのある地元の
お祭りを楽しみました。

　和合愛光園2号館の開設から15年余り、最上階の見晴らしの良い個室は「終の棲家」として生
まれ変わり、「生活支援ハウスやまぶき」はその役割を引き継ぎながら規模を縮小し、1号館2階
に移転しました。
　2号館4階は和合愛光園最上階という恵まれた環境で、生活支援ハウスの居室面積18平米を
そのまま使った「特別個室」となっています。ミニキッチンや押入れがあり、車イス使用の洗面台
を各居室内に新設しました。ご家族の面会時、ミニキッチンでティータイムをしたり、簡易ベッド
を使ってお泊りが出来たりと、この環境ならではの素敵な利用の仕方が出来るのでは？
　また新たな試みとして、ロボット事業の一環でもあるＴＯＴＯから発売の「水洗式ポータブルト
イレ」を導入しました。ベッドサイドに水洗式のトイレを置けることで、出来る限りトイレでの
排泄が可能となります。オムツ交換ではなく排泄の自立支援をし、臭いの問題も無く、利用され
る方の身体状況によって手軽に位置を変更できるアイテムを取り入れたことで、特別養護老人
ホームの新たな価値につながると期待しています。
　ショートステイ用居室もございます。入居前のお試しにいかがですか？ぜひ一度見学にいらし
てみて下さい！お待ちしています。
　　　　　　　和合愛光園　副園長　松本有司
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2号館4階が「特別養護老人ホーム和合愛光園」へ
生まれ変わりました！

広々とした18㎡の居室

水洗式ポータブルトイレは
半径2.5ｍ以内で自由に配置
できます（撤去も可能です）。

ミニキッチン（IHヒーター付）と
車イス使用の洗面台。
ミニ冷蔵庫も完備しています。

通常のトイレも
使用できます。

つい すみ  か
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アルファ米で提供したこども園の昼食 

非常電源から情報機器を確保し事務作業 
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　猛烈な勢力で各地に被害をもたらした台風24号により、「和合せい
れいの里」でも9月30日23時頃から10月3日の16時30分まで全館で
停電し、3日間にわたり自家発電設備のみで施設を運営する事態とな
りました。 
　施設では光源は非常灯のみとなり給湯も停止し、非常電源に繋がって
いる冷蔵庫等の厨房設備と各部署にある非常電源で必要最低限な電源を
確保し、利用者様にできる限り安心して過ごして頂けるよう努めました。 
　食事は使い捨て容器に切り替え、非常食（アルファ米・保存水等）や非常電源で炊飯して対応し、入浴がで
きないため法人内他施設より大量にお湯を運び清拭をさせて頂きました。衣類も他施設に洗濯を依頼し、清潔
を保つようにしました。職員は夜間ランタンや懐中電灯で業務にあたり、5棟ある自家発電設備が停止しない

よう軽油の確保と給油をしました。このような非常事態の中、食事を1食も
欠かすことなく、デイサービスを1日も休止することなく提供できましたこ
とに安堵しております。 
　停電が長引く中、利用者様には不自由な生活と心労をお掛けし申し訳あ
りませんでした。また、給食業務を委託しているエームサービス様、物資
運搬等協力を頂いた浜北愛光園・聖隷厚生園・聖隷法人本部、そして「和
合せいれいの里」職員に感謝申し上げます。 
　この経験を糧とし、災害に対応できる施設づくりに活かしていきたいと
考えます。　　　　　　　　　　 

和合せいれいの里　総園長　梅田和寛 

 

お話し相手、音楽活動、お散歩付添い、ガーデニング等 
なんでも受け付けています。担当まで、ご相談下さい。 

※施設のボランティア登録とボランティア 
　保険の加入をお願いしています。 
※浜松市ささえあいポイント対象施設です。 

音楽を聴くことが好き
です！趣味でミサンガ
作りをして 
います !!!

和合愛光園 1号館　内藤　信幸 

ビールと焼酎が好き
で毎日お酒を楽しん
でいます。 
ダメ、飲酒運転 !!!

チャレンジ工房　一瀬　政人 

お寿司と唐揚げが大
好き。最近は蒸留所
見学がお気に入りです。 

和合愛光園 2号館　河原　祐 

好奇心旺盛で、色々
な事にチャレンジし
てます！ 
今はバトミントン、
サーフィンにはまっ
ています！ 

和合愛光園 2号館　青木 美渡理 

人見知りな性格ですが、
慣れたらたくさん話
します！ 

ヘルパーセンター　村上　保代 

おおらかで前向きで
す！ 

チャレンジ工房　後藤　里奈 

コーヒーとチョコレー
トが活力です。 

チャレンジ工房　酒井　宏尚 

水泳が得意、夏はイ
ルカのように泳ぎま
くります。 
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お気軽に 
お電話ください！ 
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