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私たちは地域社会の一員とし

てご利用者とご家族の傍らで

尊厳を守り、自立支援・在宅

支援を誠心誠意行います。

共に支え　共に生きる
みつぐ苑 理念
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　7 月 28 日（土）に、みつぐ苑最大のイベント「夏

まつり」を開催いたしました。

　今年も、暑い中にもかかわらず、ご利用者様やご家

族様をはじめ、地域の方々、たくさんのボランティア

様にご来苑いただきました。例年に比べ、お子様や浴

衣姿で参加される方も増え、夏まつりらしい賑やかな

雰囲気となりました。

　催し物では、地元の西里太鼓の子どもたちによる勇

壮な演奏を皮切りに、ボランティアの方々の賑やかな

踊りや歌などが披露されました。

　今年は、大人の方々による「スイカの早食い大会」、

小学生による「ラムネの早飲み大会」を行い、入所さ

れている皆様や来苑者の皆様から「頑張れー !!」の声

援が飛び交い、会場一体となって楽しむことができま

した。

　今年も多くの方々のご協力とご支援により、ご利用

者様、ご家族様、そして地域の皆様やボランティア様

と笑顔で楽しくふれあうことができました。これもひ

とえに皆様のおかげと感謝いたしております。皆様あ

りがとうございました。

今年の司会担当の職員３人組今年の司会担当の職員３人組
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●  音  楽  ●
 ・ウダツの会様
 ・うらた剛様
 ・齋藤 文吉様
 ・さつき倶楽部様
 ・筑前琵琶熊本旭会
　　　 /小島 旭寶様
 ・西里太鼓様
 ・西村直子様

●  演  芸  ●
 ・ピッカリブラザーズ様

ご協力いただいたボランティア様平成 24 年6 月1日～平成24 年 8 月15 日の間に

● 化粧療法 ●
 ・ポーラ化粧品様

●  園  芸  ●
 ・丸尾 英子様

● お話し相手など ●
 ・小山 敬子様   （お話し相手）
 ・川越登志喜様（囲碁･その他）
 ・上妻 敏子様   （お話し相手）　
 ・榊　 雅彦様   （傾聴ボランティア）
 ・砂原 博子様   （お話し相手）
 ・中島 洋子様   （折り紙ほか）
 ・藤川 和男様   （傾聴ボランティア）

●  企  業  ●
 ・九州東邦様
 ・熊本医療ガス様
 ・サンデンシステム様
 ・第一三共様
 ・ダイキンエアテクノ様
 ・太陽シルバーサービス様
 ・建吉組様
 ・南九イリョー様
 ・ファルコバイオシステムズ様
 ・富士産業様
 ・ミタカ様

（ハーモニカ演奏）
（ミュージックボランティア）
（カラオケ）
（ハーモニカ演奏）
　

（筑前琵琶演奏）
（和太鼓演奏）
（民謡）

（腹話術・歌）

※その他、夏まつりではたくさんのご利用者のご家族様、みつぐ苑の登録ボランティア様にご協力いただきました。

●  踊  り  ●
 ・智鶴会 / 熊野 佐智子様 
 ・和（なごみ）の会様
 ・日本念佛踊りの会様
 ・梅后流江戸芸かっぽれ様
 ・舞の会様
 ・吉永フラ・タヒチアンダンススクール様

● 音楽療育 ●
 ・小林真寿子様
　立山真由美様
　平成音楽大学 学生様

●  交流会  ●
 ・五丁保育園様

●  書　道  ●
 ・大堂 喜美子様

（日舞・リハビリ体操）
（日舞）
（念佛踊り・歌）
（かっぽれ踊り）
（日舞）
（フラダンス）

夏まつりのボランティアご協力
ありがとうございました !!

お手伝いボランティアとして 85 名

（ご利用者のご家族様、みつぐ苑の

登録ボランティア様、企業の方々、

みつぐ苑関係者）にご参加いただき、

また物品提供など、様々なところで

ご活動、ご支援いただきました。

オープニングの職員による寸劇オープニングの職員による寸劇
西里太鼓様の
勇壮な和太鼓演奏
西里太鼓様の
勇壮な和太鼓演奏

梅后流江戸芸かっぽれ様

粋でいなせな
かっぽれ踊り

梅后流江戸芸かっぽれ様

民謡歌手 西村直子様
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会場は一気に南国ムードに♪

吉永フラ ・ タヒチアン
　　　　　　　ダンススクール様

会場は一気に南国ムードに♪

食券売場も大忙し！！食券売場も大忙し！！

ご来苑の皆様を
浴衣姿でお出迎え
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ご利用者賞　1 等
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ジュースもビールも冷えてます！
いかがですか～？

ジュースもビールも冷えてます！
いかがですか～？ 夏はやっぱり、 かき氷！！夏はやっぱり、 かき氷！！

今年の福引き景品
皆様当たりましたか？
今年の福引き景品

皆様当たりましたか？

吉永フラ ・ タヒチアン
　　　　　　　ダンススクール様

粋でいなせな
かっぽれ踊り

釣れるかな･･･？釣れるかな･･･？

スイカの早食い大会女性の部 スイカの早食い大会

新人職員による盆踊り 「炭坑節」新人職員による盆踊り 「炭坑節」

西村直子様の歌声に合わせて西村直子様の歌声に合わせて

まつりの最後を飾る花火まつりの最後を飾る花火

声援が飛び交います声援が飛び交います

ラムネの早飲み大会ラムネの早飲み大会女子の部女子の部 男子の部男子の部

男性の部男性の部女性の部

大人気
ゲーム
コーナー

大人気
ゲーム
コーナー

ガイドさんがあやしすぎますガイドさんがあやしすぎます

皆様ぁ～こちらがみつぐ苑夏まつりの会場でございま～す

かき氷２つに、
あげたこ１パック、それと･･･

練乳いっぱい
かけてね

わー！福引きとか

初めて当たりました！！

嬉しい♪
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さぁ皆様
一緒に

歌いましょう♪

フレー！フレー！

　　みんな頑張れ！

みんな
ガンバレー！！

　　ガンバレー！！

大きなスイカで
お腹いっぱいです！

まだまだいけますよ！
あ、もうよかですか？

（チョット、いま苦しくて
コメントできません）

○×■※△*･･･
飲み方が

難しかったです！！

写真撮影協力：菅野 健二 様
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地域清掃健康教室
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早いもので、大きな被害をもたらした熊本広域大水害から１ヶ月が経ちました。しかし、被

災地では現在も地域の消防団やボランティアの方の協力のもと復旧作業が続けられています。

一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

　今回は下記の 2 ヶ所で「健康教室」を開催させていただき

ました。沢山のご参加ありがとうございました。

　参加された方がイキイキとしていただけるよう、今後も頑

張って参ります。　　　　　　　　 　　　【地域支援室 大塚】

　８月５日（日）、21 町内の地域清掃にみつ

ぐ苑より職員３名参加させていただきました。

みつぐ苑周辺や、上古閑橋から菅原神社境内

まで、草刈りやゴミ拾いを中心に行いました。  

　地域の方から「みつぐ苑の参加に助かって

います」とのお言葉をいただき、嬉しく思い

ました。

　日差しが強く暑い中、皆様本当にお疲れ様

でした。これからも、地域のお役に立てるよ

う参加してまいります。      【地域支援室 大塚】

　7 月 21日（土）、池亀町の夏祭りが開催され、

職員 1 名がお手伝いとして参加してまいりま

した。地域の皆様と一緒に設営や飾り付けを

し、楽しく活動することができました。。

　当日は天候に恵まれ、来場された皆様が笑

顔で楽しまれていたの

が印象的でした。

 【地域支援室 大塚】

第16回 池亀町健康教室 第13 回 鹿子木公民館健康サロン

■今後の開催予定■

8/29（水）　第16回 小塚ほたる会健康教室

9/11（火）　第 4 回 一本木公民館 健康サロン

10月下旬　 第17回 池亀町健康教室

近隣の皆様
ぜひご参加
ください

6/20 7/16

●関連事業所●
■通所リハビリテーションみつぐ苑

■認知症対応型通所介護みつぐ苑

■居宅介護支援事業所みつぐ苑

■訪問リハビリテーションみつぐ苑

■グループホーム茜

■みつぐまち診療所

■津野田内科医院

介護老人保健施設
医療法人 医誠会

みつぐ苑
〒861-5535 熊本市北区貢町135番地 096-323-6123
熊本田原坂線 崇城大学から車で約３分 http://www.iseikai.info/

地域の

お祭り

池亀町
  夏祭り
池亀町

  夏祭り
　県道田原坂線を植木方面に向かって右側に

「西里地域コミュニティセンター」があります。

今回は所長の松本信一様に、センターを紹介

していただきました。

　「合併前の西里村役場があったこの場所に、西里校区のまち

づくり活動の拠点として、平成14 年 4 月 1 日にオープンしま

した。現在、西里校区自治協議会、西里老人クラブ連合会など

８つの団体の事務局として、地域の拠り所となるよう頑張って

います。また、ホールや会議室などを使っていただき、体操や

生け花を含め20前後の自主講座が開かれ、多くの人が集う場と

なっています。より良い西里になるよう皆さま色々な情報を教

えていただき、このセンターをお気軽にご利用ください。近く

にお越しの際は、お立ち寄りください。お待ちしております。」 

 【地域支援室 本多】

熊本市

西里地域コミュニティセンター西里地域コミュニティセンター
近隣

施設の
ご紹介

所長 松本 信一 様

16名
参加

36名
参加


