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２０１８年頭のごあいさつ

輝かしい新年を迎えられましたこと、謹んでお祝い申し上げます。 

昨年中は、ご利用者様ご家族様各位の深いご理解と格別なるご協力を賜り心からお礼申し上げます。今年も役職員一同、
頑張って参りますのでご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

豊富町も「第７期介護保険運営協議会」が開催され、今後３年間の介護保険料や事業運営などが諮問されます。本町
は年 人々口が減少する一方で高齢化率は上昇し、町内で暮らす高齢者の施設利用の幅やニーズも広がり、時代が求める福
祉サービスをどのように提供して行けば良いのか「高齢者が増え大変」だから「福祉の予算を抑制する」だけでなく、高
齢者の社会参加と地域における支え合いの体制づくりが先ではないでしょうか。社会保障費をいかに抑えるかばかりが主眼
に置かれ、福祉的支援を必要とする方 を々どう支えていくかについては具体的に示されていないのが現状であります。

地域の方が望むこと、社会福祉法人の施設やノウハウを生かした社会貢献、老人福祉施設の不適切介護や事故防止対策、
経営組織のガバナンス強化など、社会福祉法人豊富福祉会が町民の皆様やご利用者様、ご家族様にもご理解頂けるよう
な努力と特別養護老人ホーム温心園の公益性の使命を果たしながら、地域福祉の一役を担うとともに、これからも地域の
方に頼られ愛される事業活動を進めて参りますので、尚一層のご支援を賜りたいと思います。本年も皆様にとって、ご健
勝で良い一年になりますよう心からご祈念申し上げ新年の挨拶と致します。

皆様にはお健やかに新春を迎え、ご健勝のこととお慶び申し上げます。

昨年中は特別養護老人ホーム温心園の事業運営に就きましては、格別のご理解を賜り誠に有難うございます。平成３０ 
年度は３年に一度の介護報酬の改正年ですが、医療報酬も重なり大きな改正内容と思われます。毎年増加する社会保障
費をどう抑制するか。介護ニーズに応じた介護サービスを確保しつつ地域包括ケアを推進し、保険者の機能強化に向けた
インセンティブの付与の在り方も考えながら報酬体系や施設基準を設定し、人当たり介護費用の地域縮減に向けて自治体
の取組みを「見える化」しています。

又、昨年は介護施設で高齢者虐待や障がい者施設での障害事件などがマスコミ等で多く報道されました。私たち福祉
施設に従事する者としても衝撃的な事件であり、自施設の点検は元よりご利用者様やご家族様にも多くの不安を与えたこと
とご察し致します。介護施設としては言い訳無用の事故であり、背景については介護人材不足によるストレスと言われてい
ます。施設は職員確保が急務でございますが、今般の景気により、職員の人材確保については苦悩の日々であります。今
は介護職員のみならず看護師や調理員などの職員を確保することも大変な時代になりました。当施設においては、ご利用
者様が安心して暮らしていただけるよう職員の質確保を目指し、「職員を探す事」よりも「職員を離職させない」取組みを進め、
メンタルケアや研修会などを実施し自己啓発をしながら職員教育に努めているところです。

ご利用者様やご家族様の深いご理解に支えられながら、ご利用者様個人の尊厳を旨とした福祉サービスの資質向上に努
め、スタッフ一同今年も頑張って参りますのでどうぞよろしくお願い致します。

特別養護老人ホーム温心園

施設長　前 田 賢 一

社会福祉法人豊富福祉会

理事長　石 川 岳 志
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合同防災訓練
10月16日（月） 10:00

豊富町にある3法人 (豊富町社会福祉協議会・サロベツ福
祉会・豊富福祉会）による平成 29年度合同防災訓練を実
施致しました。豊富町を被災地と想定、当園の多目的ホー
ルを避難場所とし、避難から炊き出しまでを訓練として実
施致しました。

まちづくり講演会
11月24日（金） 18:15 ふらっと★きた

当施設も共催として参加しました

第58回歳末芸能チャリティーショー
12月3日（日） 10:30 豊富町民センター
当施設も共催として参加しました

音楽の日
10月11日（水） 10:30

趣味の会
11月15日（水） 13:30

最北はるな
in稚内 様

そば打ちボランティア

12月6日（水） 10:00

年忘れ
のど自慢大会
12月6日（水） 13:30



ハッピークリスマス！
利用者の皆様そして職員お待ちかねのクリスマス会がにぎやかに開かれました。
今年も豊富保育園の園児さん手作りの三角帽子をかぶり、会場にたくさんの華
をそえていただきました。
サンタさんよりのプレゼントはお気に召されたでしょうか？
日頃より練習を重ねてきた歌のお披露目あり、職員による一芸ありと楽しい時間
を共に過ごす事が出来ました。

12月22日（金） 17:00クリスマス会





ご訪問

お屠蘇

天塩町役場民生委員様
10月20日(金）13：30

目梨別老人クラブ様
10月24日(火）10：00

豊徳老人クラブ様
10月25日(水）11：00

西豊富老人クラブ様
10月30日(月）10：00

豊富町民生委員様
11月14日(火）11：00



お誕生日おめでとうございます
10月生まれ

戌年生まれの皆さん
昭和９年生まれ

阿部 京子 さま阿部 京子 さま
昭和９年生まれ

金内 キヨ子 さま金内 キヨ子 さま

昭和９年生まれ

山影 キヌヱ さま山影 キヌヱ さま

大正11年生まれ

長谷部 チヱ さま長谷部 チヱ さま

大正11年生まれ

浅地 愛 さま浅地 愛 さま
大正11年生まれ

大島 タマ さま大島 タマ さま

昭和９年生まれ

春日井 行子 さま春日井 行子 さま

昭和57年生まれ

栗城 政貴 総務主任栗城 政貴 総務主任
昭和45年生まれ

小山田 留美 介護員小山田 留美 介護員

昭和33年生まれ

植木 弘美 介護員植木 弘美 介護員
平成6年生まれ

皆川 雪絵 介護員皆川 雪絵 介護員

昭和21年生まれ

菅原 和弘 さま菅原 和弘 さま
昭和９年生まれ

松田 竹七 さま松田 竹七 さま

金子 キヨ 様 94歳 工藤 トミ子 様 87歳 佐々木 義一 様 73歳 山内 美代子 様 96歳 植村 若 様 87歳 杉野森 勇 様 93歳

大島 タマ 様 95歳 田畑 カツ 様 94歳 白田 ハツヱ 様 96歳 平野 秋子 様 92歳 茂木 七郎 様 82歳 鈴木 百合子 様 93歳

11月生まれ

笹岡 和子 様 85歳 山口 美智子 様 88歳

西村 ハツヱ 様 98歳 津山 アイ子 様 85歳

12月生まれ

阿部 京子 様 83歳 横山 ナツ 様 92歳 近野 きみ子 様 93歳

山宮 枝美子 様 87歳 山本 和子 様 89歳 酒井 ヒサ 様 90歳 木村 光雄 様 93歳



広報誌「せんばづる」に関するご意見・ご要望・写真掲載によるプライバシー等のお問い合わせにつきましては温心園までご連絡下さい。

電話：0162-82-2333 FAX：0162-82-2334
〒098-4116 天塩郡豊富町西豊富

http://www.onshinen.com/

「せんばづる」はPC・スマホからも
ご覧いただけます！

温心園公式ホームページ

社会福祉法人豊富福祉会
特別養護老人ホーム温心園

編集後記

お知らせ

ご厚志ありがとうございます

新入園者ご紹介

誌面にて御礼申し上げます

菅 野  一 彦　様
阪根 なつこ　様
倉    洋 子　様
岩 木   純 一　様
岡 本   金 男　様
遠 藤    誠　様
石川 由紀子　様

道 下    稔　様
鈴木 ヨシコ　様
桑 原   俊 二　様
石田 由美子　様
植 村   政 幸　様
京谷 由紀子　様
佐藤 トシヱ　様

新年、あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお
願い申し上げます。

新年に願うことは、皆様それぞれのことと思いますが、我々編
集職員一同は、当園の情報発信の場として、沢山の方々にご覧
頂けることを願い、本年も広報誌「せんばづる」をお届けしたい
と考えております。

さて、昨年町内の老人クラブ様より出前勉強会のご依頼を頂
き、「認知症の方との関わり方」について短い時間ですがお話し
をさせて頂きました。これから待ち受ける「さらなる老い」につ
いて、皆様熱心に耳を傾けて頂きました。いつの時代も準備は
大切なことで、この度の勉強会も参加されました皆様の老いの
準備にお役立て頂ければと考えております。

その他、誌面にも掲載致しました町内の方 と々の合同防災訓練
も含め、地域貢献の一環としてさらなる地域との繋がりを大切
に、地域貢献に取り組んで参りたいと考えておりますので、皆
様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。（H・U)

いつも当施設の運営にご理解とご協力を賜りましてありがとう
ございます。

当施設では利用者様に係る日用諸経費等の支払いについては
金額の多少に関わらず口座扱いとし、間違いのないよう慎重な
処理を徹底しており、厳重な決裁の後に払い出し処理を行って
おります。

領収書に関しましても個人ごとにファイルして保管させて頂い
ております。これらの内訳は平日、常時事務所にて確認してい
ただけるようになっております。

尚、ご連絡頂ければ通帳のコピー、領収書の郵送も承っており
ます。確定申告等で使用される際や内容についてお気づきの点
などございましたら担当までお知らせ下さい。担当：槻木澤・水戸部

目梨別老人クラブ　様
豊徳老人クラブ　様
西豊富老人クラブ　様
豊富町民生委員児童委員協議会　様
福永老人クラブ　様
北海道コカコーラボトリング（株）稚内販売課　様
新生老人クラブ　様

工藤 トミ子 様

阿部 四郎 様 桑原 ヒロ子 様

山影 キヌヱ 様


