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今号の表紙

あけましておめでとうございます。
ご家族の皆様、地域の皆様、今年も
どうぞ宜しくお願い致します。
今号の表紙は12月22日（水）クリス
マス会の模様を表紙と致しました
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年頭のごあいさつ 

社会福祉法人豊富福祉会　　理事長　石　川　岳　志 

　 

　新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

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、気持ちを新たに頑張って参りますのでご指導ご鞭撻のほどお願い

申し上げます。 

昨年は、延期されておりました東京オリンピック・パラリンピックが開催され、観戦もまま

ならない状況ではございましたが、出場選手が活躍する姿を見ることができ、コロナ禍で疲弊

した日常生活に感動を与えてくれました。 

また、新型コロナウイルス感染症につきましても、8月下旬ごろから新規感染者数が大きく減

少し、温心園においても一部の制限を設けながら皆様の協力を以て10月上旬より面会を再開致

しました。今後もオミクロン株の蔓延やこれを含めた第6波の到来が危惧されつつも今後は徐々

に経済が回復していくことが期待されております。 

これもひとえに積極的にワクチン接種を受けられた地域の方々や、新型コロナウイルス感染

拡大防止対策へのご理解とご協力の賜物であることと心より感謝申し上げます。 

第6波は、基本的な感染対策(マスク・手洗い、三密回避等)の徹底、若者へのワクチン接種の

更なる拡大と3回目ワクチン接種を早々に開始し、とても小さな波に止めたいものです。温心園

としましても引き続き感染対策の徹底を行い、私たちが今できることを常に考え、ご利用者様

がより一層快適に過ごせるよう努めて参ります。 

社会福祉法人の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、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々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。 

結びに、今年も皆様に取りまして素晴らしい一年となりますことを心よりお祈り申し上げ、

年頭のご挨拶と致します。



よつ葉乳業
株式会社様より
ヨーグルト寄贈

10月20日（水）10月20日（水）

寄贈

10月26日（火）10月26日（火）

衆議院選挙
不在者投票
衆議院選挙
不在者投票

ハロウィンハロウィン

11月25日（木）11月25日（木）
秋の収穫祭秋の収穫祭

1月1日（土）1月1日（土）

お屠蘇お屠蘇

手作りマスクを
寄贈して
頂きました。

畑に見立てた箱の
中から秋の野菜を
収穫しました。

防災避難訓練防災避難訓練

10月28日（木）10月28日（木）



12月22日（水） クリスマス会



　メリークリスマス♪ 今年も豊富保育園の園児の皆さんが一生懸命作ってくれたとんがり帽子を
被り、クリスマス会が始まりました。まずはクリスマスランチを召し上がって頂き、午後からはサ
ンタさんからのプレゼントと色とりどりのケーキに皆さん笑顔がこぼれました。たくさん練習を重
ねた利用者様のカラオケと合唱、職員の歌って踊る姿に手拍子と共に盛り上がりました。



日
常
風
景

談話コーナ
ーにて

談話コーナ
ーにて

食堂にて食堂にて
ぬりえがお

上手です
ぬりえがお

上手です

素敵な笑顔
です

素敵な笑顔
です

さわやかサ
ブ

さわやかサ
ブ

習字を楽し
んでいます

習字を楽し
んでいます

ほのぼのサ
ブ

ほのぼのサ
ブ

月に１度の
セレクトメニュー

月に１度の
セレクトメニュー

お部屋の壁に飾っていますお部屋の壁に飾っています

羊羹が美味しそうですね羊羹が美味しそうですね

コーヒーブレイク
コーヒーブレイク

クリスマスの飾りが綺麗です

クリスマスの飾りが綺麗です

カラオケ♪カラオケ♪



白田 ハツヱ 様 100歳鈴木 百合子 様 97歳

小河 タカ 様 92歳

山内 美代子 様 100歳

吉田 サトミ 様 94歳 工藤 トミ子 様 91歳安田 敏子 様 88歳

竹下 優 様 88歳

津山 アイ子 様 89歳

佐々木 邦夫 様 93歳石田 チヨ 様 87歳

玉井 愛子 様 92歳 新野 ナミイ 様 99歳

石田 智子 様 87歳

山口 美智子 様 92歳

笹岡 和子 様 89歳阿部 四郎 様 91歳

酒井 ヒサ 様 94歳 山宮 枝美子 様 91歳阿部 京子 様 87歳

寅年生まれ
の皆さん
寅年生まれ
の皆さん

小林 史明 介護員小林 史明 介護員

石森 毅 様石森 毅 様 片岡 秀夫 様片岡 秀夫 様
日向 フサ子 様日向 フサ子 様

佐藤 静枝 様佐藤 静枝 様



石田 チヨ 様 玉井 愛子 様 新野 ナミイ 様 工藤 紅葉 様

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　水戸部・山本
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新年、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
もうすぐ新型コロナウイルス感染症が日本で確認されてから2年の月日が経過しよう
としております。年末までは新規感染者数が非常に少なく抑えられており、このまま収
束してくれるのではないかと少し期待をしておりましたが、年が明けてから一部の地域
では感染者が急激に増加しているようです。3回目のワクチン接種も近いかと思います
が、接種後の副反応が1回目・2回目の際よりも軽く済むよう願っております。
今回のせんばづるは、クリスマス会や年末年始の温心園の様子などを掲載致しました
のでご覧ください。

新年、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
もうすぐ新型コロナウイルス感染症が日本で確認されてから2年の月日が経過しよう
としております。年末までは新規感染者数が非常に少なく抑えられており、このまま収
束してくれるのではないかと少し期待をしておりましたが、年が明けてから一部の地域
では感染者が急激に増加しているようです。3回目のワクチン接種も近いかと思います
が、接種後の副反応が1回目・2回目の際よりも軽く済むよう願っております。
今回のせんばづるは、クリスマス会や年末年始の温心園の様子などを掲載致しました
のでご覧ください。

誌面にて御礼申し上げます誌面にて御礼申し上げます

横山 裕実 様　渡邊 敏司 様　小沼 直子 様　阿部 直樹 様
阿部 長喜 様　古川 信子 様　安田 潤二 様　三浦 政弘 様
高瀬 広芳 様
西豊富老人クラブ 様　豊徳老人クラブ 様　福永老人クラブ 様
新生老人クラブ 様　豊富町民生委員・児童委員協議会 様
よつ葉乳業株式会社 様

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

https://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


