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2022年2月 発 行
和合せいれいの里 和合愛光園
〒433-8125 浜松市中区和合町555番地

TEL 053-478-0800 FAX 053-476-6511

掲載されている写真については、御本人又は御家族の承諾を頂いた上で使用しています。

和合愛光園 1号館

◆特別養護老人ホーム和合愛光園　◆障害者支援施設みるとす　　　
◆聖隷チャレンジ工房和合　　　　◆聖隷放課後クラブはなえみ和合
◆聖隷こども発達支援事業所かるみあ和合

期間中公表を希望される苦情はありませんでした。

※※※　苦情受付と対応 ※※※
2021 年 4 月～ 2021 年 9 月

　2021 年 11 月 26 日の中日新聞に、和合せいれいの
里の通所サービスを利用されている鈴木道夫さんが紹
介されました。
　和合せいれいの里玄関横のロビーにはアップライト
ピアノが置いてあり、道夫さんはサービス利用日のお
昼すぎ、ピアノを演奏することが日課となっています。
レパートリーは、動揺・昭和歌謡からショパンと多様
です。その音色は穏やかな人柄も奏でられ、デイサー
ビスの利用者さまにファンができています。この新聞
記事は、ファンの一人が「癒されているから取材に来て」
と新聞社に電話して実現しました。
　純粋にピアノが好きで続けてきた道夫さん。友達の
結婚式や浜松駅のストリートピアノでも演奏したそう
です。「人に聴い
てもらうことが
嬉しい。病気や
障害があっても、
ピアノで人と繋
がることができ
る。」と、笑顔で
話されました。

大野 寛剛
おおの ひろたか

訪問看護ステーション住吉

主人と付き合ってい
た頃、チョコレート
ケーキのリクエスト
があり、作って渡し
が不評だったので、
今では買ったチョコ
ですませてます。

現在中1の娘か
ら少し前に手
作りチョコをも
らった事。娘の
成長を感じ、嬉
しかった事を
覚えています。

松田 栄美
まつだ えみ

和合愛光園 2号館

園児だった頃、
チョコをくれよ
うとした女の子
から、恥ずかし
さのあまり逃げ
回っていた事を
思い出します。

太田 守彦
おおた もりひこ

地域包括支援センター和合

甘いものは大
好きですが、(バ
レンタインは）
苦い思い出ば
かりです…。

服部 文香
はっとり ふみか

新人・異動者職員紹介

交通安全運動 門松づくり

クリスマス リコーダー部 ボランティア委員会 園庭清掃

炊き出し訓練

職員、日々奮闘しております。今年も頑張ります！

防災訓練 点呼中

相談支援事業所くすのきでは、サービス等利用計
画の週間計画表の毎日の日課に「ピアノ演奏」を
組み入れ、大好きなピアノでその時々の不安を解
消できるよう支援をしています。

　近畿日本ツーリスト中部観光産業推
進協議会様より、車イス 2 台をご寄贈
頂きました。
　長時間車イスに座っている機会の多
い方や姿勢保持のしづらい方に適した、
高機能なティルト＆リクライニング車
イスです。座面が傾くのでお尻にかか
る圧力が軽減し、褥瘡予防に繋がりま
す。背も倒れるので、楽な姿勢でお食
事がとれます。
　利用者さまの日常生活
に、大切に使わせて頂き
ます。

バレンタインデーの思い出は？



1号館 2階より出火し
た！

火元から水平避難だ！
！

　昨年も好評だった居酒屋レクリエーション。
利用者さまの『乾杯！』の音頭の元、からあげ・たこ焼き・
ポテト・卵豆腐を肴に、ビールや日本酒、ジュースを
飲みながら居酒屋の雰囲気を楽しんで頂きました。
　『たこ焼きが美味しかった』『いい酒だなぁ美味しい』

『居酒屋に行っている気分で、雰囲気がすごくよかった』
とお褒めの言葉をいただきました。
　今年も大成功！次回の開催もお楽しみに♪

　2021 年 12 月 9 日、今年も『大規模災害を想
定した屋外での炊き出し訓練』を行いました。
　毎年、台風が来るとすぐに停電してしまう和
合せいれいの里 ( ﾉД`)ｼｸｼｸ…。ですが、ここ数
年停電はしていません。いざ！という時、おい
しいごはんの炊飯は私たちにお任せください
(^_^)-☆
　いつもよりおこげがある…風味の良い、かま
どご飯を入居者さまと楽しみました♪

　2021 年 11 月 17 日、地震発生から火災を想
定した、和合せいれいの里全館参加の総合防災
訓練を行いました。全館で同時刻に訓練開始。
園内の状況を非常放送や職員の確認で把握し、
避難を開始します。利用者さまも参加し、真剣
な訓練が行われました。

　2021 年 12 月 25 日、和合愛光園クリスマス会を行
いました。
　クリスマス会では、各フロアごとに思考を凝らし、
ビンゴ大会やクリスマスケーキを食べて楽しみました。
園長扮するサンタクロースよりプレゼントをいただき、
職員有志による音楽隊の素敵なクリスマスソングを楽
しみました。
　利用者さまも「サンタさんだね」「うれしいや、いい
音色だね」とお話しされ、笑顔でクリスマスのひと時
を過ごしました。

　新年に向け、今年はしめ縄作りに挑戦しま
した。
　作り方をよく読んで、しめ縄にボンドで折
り紙をつけて作成していきます。折り紙で扇
を作る時に、「懐かしいね」と懐かしむ声も
聞かれました。完成すると「これを家に飾ろ
うかな」と仰ってくださいました。

　仕事納め恒例、運営管理課による門松づく
り！今年は女性陣だけで作りましたよ♡
　午前中で仕事を切り上げ、玄関周りの大掃
除をした後で、いよいよ門松づくりに取り掛
かります。12 月 28 日は全国的な寒波で寒かっ
た　窓ふきでかじかんだ手で、もうひと踏ん
張り。園庭からとってきた竹を藁縄で縛って
固定し、松の葉で飾りつけをしていきます。
今年はシンプルな門松に仕上がりました。入
居者さまが、気持ちよく新年を迎えられます
ように。

第6弾！毎年恒
例

達成感に満ちた笑顔です

わごうの日々（園ブログ）
も見てね！
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