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社会福祉法人 宮城厚生福祉会

介護老人福祉施設

田子のまち

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様方には健やかな年をお迎えになられたことと
お喜び申し上げます。
　おかげさまで昨年９月に田子のまちは開所５周年
を迎えました。ひとえに皆様方の力強いご支援があっ
たからこそと、職員一同心より感謝しております。
　「平成」という元号もあとわずかとなりました。
「介護の社会化」を謳い、介護保険制度はこの時代に
産声をあげました。少子高齢化、社会保障費の増大

などを背景に厳しい状況が続いています。とりわけ
介護職員不足については深刻な社会問題となってお
り、田子のまちも例外ではありません。皆様方に大
変ご心配をおかけしておりますが、法人全体で改善
に努めて参ります。
　「猪突猛進」も良いけれど、い（亥）そがず慌てず、
物事の本質をしっかり見極め行動したいと思ってお
ります。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

施設長   土谷ちはるごあいさつ

　12月のクリスマス直
前、「皆さんに是非生
のオルゴールの音色を
聴いてもらいたい」と
ザ・ミュー ジ アム
MATSUSHIMA（旧
松島オルゴール博物
館）の皆さんが来てく
ださいました。オルゴー
ルの仕組みを教えても
らったり、実際に自分
でオルゴールを鳴らす
場面もあったりして、
入居者様はじめご家族の方たちも一緒に楽しまれ
ている姿が印象的でした。

オルゴール演奏会
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　12月18日にマジックショーが開催されました。沢
山の入居者様が見にきていました。風船を使ったマ
ジックやハンカチからコインが出てきたり、様々な
マジックが披露されました。１つのマジックが終わ
るごとに「おおお！」という歓声や拍手が起こって
おり、皆さん「すごいね」「仕掛けはどうなってい
るんだろうね」と笑顔でお話しされていました。

マジックショー
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　11月11日(日)、今年も一番町フォーラス
前にて福祉ウェーブを実施しました。
　福祉の現場で働く職員が自ら街頭に立ち
「介護保険制度の改善、介護報酬の引き上
げ、介護従事者の処遇改善と確保」を求
める署名を集めました。今年は39名の介
護職員が勤務の合間を縫って参加し、1時
間という短い時間でしたが176筆集めるこ
とが出来ました。歩行者の方々に介護の現
状を訴え、署名に協力いただく事は決して
簡単ではありませんでしたが、そんな中で
も「市民の皆さんにこの介護の現状を知っ
てもらい、集めた署名をもって国に制度の
改善を訴えたい！」という私たちの思いに真剣に耳を傾けてくださる方もあ
り、とても充実した貴重な時間となりました。今回田子のまちの利用者様・
ご家族様にもこの署名にご協力いただき、集まった署名筆数は190筆、職
員分も含めると合計443筆になりました。昨年を上回る筆数に職員一同感
謝申し上げます。ご協力本当にありがとうございました。

福祉ウェーブのとりくみ

介護老人福祉施設　田子のまち
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広報委員／ 八島衣里子・大山聖美
 大沼晴与

　あっという間にお正月も過ぎ、
「平成」も残すところわずかとな
りました。新しい年を迎え、皆様
はどんな１年にしたいですか？入居
者様にお伺いしてみると、照れ笑
いを浮かべたり、真剣に考えなが
らも答えが出なかったり、色々な
表情を見せて下さっていました。
今回は平成最後の広報誌となりま
すが、これからも皆様に田子のま
ちの様子をたくさん発信していき
たいと思います。
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　田子のまちでは、近隣の中学校等からの
職業体験を受け入れています。今年も沢山の
元気な中学生たちが体験に来てくれました。
初めてのことに戸惑う様子もありましたが、
みなさん一生懸命に取り組んでいました。体
験に来た皆さんが、将来はどんなお仕事に就
くのか楽しみですね。
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クリスマスのメニュー

　11月1日より、給食
業者がナリコマエン
タープライズに変更
となりました。変更
に際しては、入居者
様により美味しく食
事を召し上がってい
ただけるよう、何度
も盛り付けの勉強会や試食会を行いました。行
事食も増え、季節を感じていただきながら今ま
で以上に食事が楽しみの一つとなるよう、食事
を提供していきたいです。感染性胃腸炎が流行
する季節となっていますので、手指洗浄など感
染症対策を強化していきたいと思います。
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リニューアルオープンのお知らせ

　２月より、キッチン順海
として、イートイン＆お持ち
帰りスタイルになりました。
美味しいお弁当を準備して
お待ちしております！



大吉出るかな ??

　明けましておめでとうございます！ということで、お節料理に
初詣など、それぞれに新年をお祝いしました。今年も一年、笑顔
で過ごしたいものですね。

大好きなお花のプレゼント

立派なお節料理と一緒に

じっくりお祈り

開運祈願してきました

いい一年になるよう
お祈りしました

年末恒例歌番組をみて盛り上がりました。

今年の初笑い ??

手作りの鏡餅

お年始もらって嬉しい☆

1月

喜久水庵でおそばランチ

秋はおでかけ・
　　　　　スポーツ
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炊き込みご飯、いっぱい食べちゃう

炊きたてのご飯にご満悦

松島に外出。紅葉はもう少しかな ?

卓球大好き

溢れんばかりの笑顔

みんなで水族館にお出かけしました

とっても美味しいよー !!

外で食べるご飯はすすみますね

お誕生日おめでとうございます

定義山名物油揚げ、
美味しい～

自分たちで
デコレーション

春風ではハ
ロウィン

を催しまし
た

10
月

❷ ❺



でもやっぱり
　　　　　食欲の秋
でもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱりでもやっぱり
　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋　　　　　食欲の秋
でもやっぱり
　　　　　食欲の秋 11月

甘いものは別腹

大好きなお寿司
何から食べよう？？

お誕生日、みんなで
お祝いしました

お腹いっぱいになりました！お好み焼きに挑戦、うまく焼けるかな？アイスクリーム、
冷たいけど美味しい～

誕生日にホテルランチ、
豪華！

コーヒーとデザートで至福の一時

❸



クリスマス…
            忘年会…
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プレゼントもらって
パシャリ

口にいっぱい
頬張って
ピースサイン

お寿司で忘年会、やっぱり
マグロかしら?おめでとうございます

サンタ参上!!

おいしそうなケーキを囲んでクリスマス会

忘年会のお手伝い
お疲れ様です

❹



大吉出るかな ??

　明けましておめでとうございます！ということで、お節料理に
初詣など、それぞれに新年をお祝いしました。今年も一年、笑顔
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　　　　　スポーツ

炊き込みご飯、いっぱい食べちゃう

炊きたてのご飯にご満悦

松島に外出。紅葉はもう少しかな ?

卓球大好き

溢れんばかりの笑顔

みんなで水族館にお出かけしました

とっても美味しいよー !!

外で食べるご飯はすすみますね

お誕生日おめでとうございます

定義山名物油揚げ、
美味しい～

自分たちで
デコレーション

春風ではハ
ロウィン

を催しまし
た

10
月

❷ ❺



2019.２  Vol.15

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

介護老人福祉施設

田子のまち

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様方には健やかな年をお迎えになられたことと
お喜び申し上げます。
　おかげさまで昨年９月に田子のまちは開所５周年
を迎えました。ひとえに皆様方の力強いご支援があっ
たからこそと、職員一同心より感謝しております。
　「平成」という元号もあとわずかとなりました。
「介護の社会化」を謳い、介護保険制度はこの時代に
産声をあげました。少子高齢化、社会保障費の増大

などを背景に厳しい状況が続いています。とりわけ
介護職員不足については深刻な社会問題となってお
り、田子のまちも例外ではありません。皆様方に大
変ご心配をおかけしておりますが、法人全体で改善
に努めて参ります。
　「猪突猛進」も良いけれど、い（亥）そがず慌てず、
物事の本質をしっかり見極め行動したいと思ってお
ります。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

施設長   土谷ちはるごあいさつ

　12月のクリスマス直
前、「皆さんに是非生
のオルゴールの音色を
聴いてもらいたい」と
ザ・ミュー ジ アム
MATSUSHIMA（旧
松島オルゴール博物
館）の皆さんが来てく
ださいました。オルゴー
ルの仕組みを教えても
らったり、実際に自分
でオルゴールを鳴らす
場面もあったりして、
入居者様はじめご家族の方たちも一緒に楽しまれ
ている姿が印象的でした。

オルゴール演奏会

12
10

　12月18日にマジックショーが開催されました。沢
山の入居者様が見にきていました。風船を使ったマ
ジックやハンカチからコインが出てきたり、様々な
マジックが披露されました。１つのマジックが終わ
るごとに「おおお！」という歓声や拍手が起こって
おり、皆さん「すごいね」「仕掛けはどうなってい
るんだろうね」と笑顔でお話しされていました。

マジックショー

12
18

　11月11日(日)、今年も一番町フォーラス
前にて福祉ウェーブを実施しました。
　福祉の現場で働く職員が自ら街頭に立ち
「介護保険制度の改善、介護報酬の引き上
げ、介護従事者の処遇改善と確保」を求
める署名を集めました。今年は39名の介
護職員が勤務の合間を縫って参加し、1時
間という短い時間でしたが176筆集めるこ
とが出来ました。歩行者の方々に介護の現
状を訴え、署名に協力いただく事は決して
簡単ではありませんでしたが、そんな中で
も「市民の皆さんにこの介護の現状を知っ
てもらい、集めた署名をもって国に制度の
改善を訴えたい！」という私たちの思いに真剣に耳を傾けてくださる方もあ
り、とても充実した貴重な時間となりました。今回田子のまちの利用者様・
ご家族様にもこの署名にご協力いただき、集まった署名筆数は190筆、職
員分も含めると合計443筆になりました。昨年を上回る筆数に職員一同感
謝申し上げます。ご協力本当にありがとうございました。

福祉ウェーブのとりくみ

介護老人福祉施設　田子のまち

〒983-0021　仙台市宮城野区田子字富里153番
TEL 022-388-9970　FAX 022-388-9980
ホームページ　http://ns.kou-fuku.or.jp/tago/

広報委員／ 八島衣里子・大山聖美
 大沼晴与

　あっという間にお正月も過ぎ、
「平成」も残すところわずかとな
りました。新しい年を迎え、皆様
はどんな１年にしたいですか？入居
者様にお伺いしてみると、照れ笑
いを浮かべたり、真剣に考えなが
らも答えが出なかったり、色々な
表情を見せて下さっていました。
今回は平成最後の広報誌となりま
すが、これからも皆様に田子のま
ちの様子をたくさん発信していき
たいと思います。

編
集
後
記

　田子のまちでは、近隣の中学校等からの
職業体験を受け入れています。今年も沢山の
元気な中学生たちが体験に来てくれました。
初めてのことに戸惑う様子もありましたが、
みなさん一生懸命に取り組んでいました。体
験に来た皆さんが、将来はどんなお仕事に就
くのか楽しみですね。

職
業
体
験
に

つ
い
て

クリスマスのメニュー

　11月1日より、給食
業者がナリコマエン
タープライズに変更
となりました。変更
に際しては、入居者
様により美味しく食
事を召し上がってい
ただけるよう、何度
も盛り付けの勉強会や試食会を行いました。行
事食も増え、季節を感じていただきながら今ま
で以上に食事が楽しみの一つとなるよう、食事
を提供していきたいです。感染性胃腸炎が流行
する季節となっていますので、手指洗浄など感
染症対策を強化していきたいと思います。

給
食
に
関
す
る
お
知
ら
せ

リニューアルオープンのお知らせ

　２月より、キッチン順海
として、イートイン＆お持ち
帰りスタイルになりました。
美味しいお弁当を準備して
お待ちしております！




