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今号の表紙

明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、本年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。
今号の表紙は、繭玉飾りの様子です。
健やかに楽しく過ごせますようにと
願いながら一つ一つ飾りました。
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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。
さて、昨年新型コロナウイルス感染症は益々猛威を振るい、現在第8波に突入しております。
各地でクラスターが発生している中、当法人の特別養護老人ホーム温心園においても、病院
受診をされた利用者様から発症、翌日にはクラスター認定を受け終息までに 2ヶ月間を要し
ました。その間、ご利用者様を始めご家族様、そして地域の方々には大変なご迷惑、そして
ご心配をお掛けしましたことにお詫び申し上げます。
先程も申し上げました通り、現在第 8 波に突入し益々猛威を振るっておりますコロナウイ
ルスは今後も無くなることなく、私共と共存していくものと認識し、当法人の事業において
も新しい一歩を踏み出す必要がある時期にあたると考えております。
長い間、施設内感染を防止するべく面会規制を行ってきたことで、ご縁があって入所され
たご利用者様にご家族が一度も逢うことが出来ず退所というケースが発生しております。そ
こで、共存の道を念頭に置き、今出来ることを始めるべく取り急ぎ年末年始に間に合わせ、
新たに面会場を整備致しました。出入り口となる玄関を別に設け、感染源となります飛沫を
シャットアウトするパントリーを設置した会場整備など徹底した感染防止を行うことで、施
設内でクラスターが発生しない限りは面会を継続できるものと考えております。
また、これに限らず感染対策の徹底を継続し、ご利用者様がより一層快適に過ごせるよう
努め、この他、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。

社会福祉法人豊富福祉会
理事長　石　川　岳　志

年頭のごあいさつ



お屠蘇お屠蘇 1月1日（日）

とうもろこし収穫とうもろこし収穫 9月8日（木）

参議院選挙不在者投票参議院選挙不在者投票 7月6日（水）

防災避難訓練防災避難訓練
11月 18日（金）

介護施設実習介護施設実習

【豊富高校インターンシップ】
高橋陽さん
【旭川福祉専門学校介護実習】
寺野魁さん　石川咲希さん
ホーアントゥアンさん
黒田大和さん
センキェウペッチャリンさん





7月 27日（水）

今年も感染対策の為、
利用者様と職員のみでの開催となりました。　
食堂では大きな太鼓の音と共に盆踊りを、
多目的ホールではいろいろな出店が並び、
それぞれに夏祭りを楽しまれていました。

今年も感染対策の為、
利用者様と職員のみでの開催となりました。　
食堂では大きな太鼓の音と共に盆踊りを、
多目的ホールではいろいろな出店が並び、
それぞれに夏祭りを楽しまれていました。



今年も感染対策に努めながら、ささやかでは
ありますがクリスマス会を行いました。
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笑顔がこぼれました。
利用者様のカラオケも披露され、
手拍子と共に賑やかな雰囲気に包まれました。



12月 21日（水）



日常の一コマ

明けましておめでとうございます

天気の良い日に
お花を植えて頂きました

達
筆
で
す
ね

大漁♪大漁♪

今年も良い一年に
なりますように

今年は大吉！

まゆだま作りに真剣ですみんなでハイ！チーズ！



立山 イト 様

成田 政市 様

須賀 繁子 様

三浦 雅子 様

越後谷 和明 様 齊藤 愛子 様

鈴木 将誉 様

長　登 様

小関 郁子 様

山本 房子 様

工藤 みどり 様

栗城 千代子 様

遠藤 妙子 様安東 忠雄 様

日常の一コマ

新入園者紹介

冷やしき
ゅうり

美味しい
よ！

真っ赤な苺が実りました

何が出来
上がるの

かな？

みかんが美味しい季節です

ティータイム♪

ご家族からの
プレゼント♪



７月

８月

９月

お
誕
生
日
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

関野 茂 様 101歳 金内 キヨ子 様 88歳 工藤 紅葉 様 87歳

佐藤 竹春 様 82歳
上野 綾子 様 97歳 植村 キヨ 様 89歳 菅原 フジ江 様 88歳

石倉 末藏 様 91歳 相座 清 様 90歳 片岡 秀夫 様 96歳 櫻田 惠生子 様 85歳

鈴木 将誉 様 78歳

原水 美子 様 92歳 春木 きみよ 様 97歳 小杉 みさを 様 102歳

菱田 好子 様 94歳 北尾 はる 様 81歳 野崎 陽子 様 87歳

栗城 千代子 様 92歳

立山 イト 様 95歳池田 市子 様 95歳松村 春美 様 79歳

山本 房子 様 79歳加賀谷 愛子 様 92歳



１０月 １２月

１１月

安東 忠雄 様 90歳

齊藤 愛子 様 94歳

新野 ナミイ 様 100歳

玉井 愛子 様 93歳

津山 アイ子 様 90歳池内 ハナ 様 87歳石田 智子 様 88歳石田 チヨ 様 88歳

山口 美智子 様 93歳笹岡 和子 様 90歳阿部 四郎 様 92歳

鈴木 百合子 様 98歳工藤 トミ子 様 92歳

吉田 サトミ 様 95歳安田 敏子 様 89歳

竹下 優 様 89歳

昭和50年生まれ
伊藤 飛鳥 介護員

昭和38年生まれ
小田 ちどり 様

昭和2年生まれ
立山 イト 様

昭和2年生まれ
吉田 サトミ  様

昭和2年生まれ
池田 市子 様

卯年生まれの皆さん



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

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

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。
本年も広報誌「せんばづる」をお届け致しますので、皆様でご覧いただきたく思
います。12 月はクリスマスツリーやイルミネーションなどで華やかに彩られていた
園内ですが、すぐに年末年始となり、装飾があっという間に正月飾りへと変わり
ました。飾り付けの際には、利用者様にも繭玉づくりなどを手伝って頂き、皆様
年の瀬の雰囲気を楽しまれていたように感じました。今号のせんばづるは 89 号
と90号の合併号ということで、半年分の温心園の様子が掲載されておりますので、
お楽しみ頂ければ幸いです。また、面会の対応も開始しておりますので是非ご利
用ください。

編集後記

新職員紹介お知らせ

一町内老人クラブ 様豊富町民生委員・児童委員協議会 様 ミサ美容室 鈴木 偉勢子 様

よつ葉乳業株式会社 様福永老人クラブ 様豊徳老人クラブ 様寿舞踊会 様

阿部 長喜 様渡邊 一男 様山内 ミツ子 様関野 茂好 様石森 ミノ 様工藤 清次 様

桑原 俊二 様守田 廣二 様長嶋 純一 様佐々木 正 様白田 誠 様

誌面にて御礼申し上げますご厚志ありがとうございます

面会のご様子です

介護業界は初めてという事もあり、
右も左もわからない身ではあります
が、末永く勤めていきたいと思って
おりますので、よろしくお願いいた
します。

生活相談係 井上 高一

昨年 9 月より温心園での勤務が始
まり、職員の方々のご指導のおかげ
であっという間に 4ヶ月が経ちまし
た。
これからも更に向上を目指し頑張り
たいと思います。

介護員  潮濱 茂


