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グループホームふくしが４月末に完成いたしました。現在は早期開所に向けた準備を進めてお
ります。地域に根ざしたグループホームとして、地域の方々とのつながりを大切に温もりのある
介護サービスを提供していきます。

ガラスがわれたら(速)修理！

玉葉会書道教室

TEL(０８４)９８７－２６６９

幼年～一般
月曜16:30・18:30（大阪吹田）
木曜16:30・18:30（福山本町）
金曜15:00・16:30・19:00（沼隈）
土曜13:30・15:30（福山本町）

オカザキアルミ建材
福山市沼隈町草深１２８６－４
◎プラマードＵエコ内窓
◎サッシ取替

☏084-988-1300
◎テラス・カ-ポ-ト

◎玄関・勝手口・取替 ◎門扉・フェンス
◎雨戸・シャッタ-工事 ◎網戸・カギ・戸車

suzuri.themedia.jp
（詳 細・スケジュール）
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グループホームふくし 施設内紹介
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さ

が

ご

りゆう

華道嵯 峨 御 流
池永好洲教室
中学生以上
初心者の方歓迎
御免状申請可
お気軽にお電話を
☎090-9777-7460

福山市沼隈町常石２０８５
佐藤 毅彦
沼隈町草深2127-5
駐車場有り

⑥浴室

福山市指定給水装置工事店

三谷設備工業(有)

（有）カーバンク･トーア

給排水衛生設備工事

福山市沼隈町下山南３６７－１
TEL（０８４）９８８－００１８
FAX（０８４）９８８－0747

上下水道

各種新車・中古車販売

沼隈町能登原１９３４
設計・施工

TEL ９８７－３９３９(代)
FAX ９８７－５２２５

車検・鈑金塗装
ﾃﾚﾋﾞｵｰｸｼｮﾝ売買代行
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⑧居室

名称・種別
住
所
入居定員
構造・階数

グループホームふくし 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
福山市沼隈町草深２１９０－１
１８名（１ユニット９名×２ユニット）
木造２階建（パナソニック耐震住宅工法 テクノストラクチャー）
敷地面積７５８.１５㎡ 建築面積３３６.１５㎡
延べ床面積６１７.１６㎡ 居室有効面積８.００㎡
※お問い合わせ先は当面の間は沼隈社会福祉協会（☎９８７－０９２４）となります

＊グループホームとは？＊
グループホームとは、認知症の高齢者の方が、認知症の専門的な知識を持ったス
タッフのサポートを受けながら、家庭的な環境と地域の方との交流のもと、食事や
入浴など日常生活の援助を受けながら少人数で共同生活を行う入居施設です。
食事の支度や掃除、洗濯など日常生活に必要な家事を分担、ご本人のできる事や
ご希望にあわせ、スタッフと一緒に又はご自分で行っていただき、できるだけ自立
した生活が行えるよう支援します。
住み慣れた地域で、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送る事により認知症
の症状の改善や進行の予防を図ります。

＊入居の条件は？＊
・６５歳以上の高齢者でかつ介護保険で要支援２～要介護５の認定をうけている方。
・医師に認知症の診断を受けた方。
・集団生活を営む事に支障のない方。
・施設と同一の市区町村に住民票がある方。

お 中 元

ユーオート

全国宅配承り中!!

武田英俊

車のことならご相談下さい

福山市沼隈町能登原2493-1
（岩船水産の前）

FAX兼 ９８７－００４７

〈全国共通商品券取扱店〉
〒720-0311福山市沼隈町草深1922-4
TEL084-987-3050 FAX084-987-2788
営業時間/8：30～19：30 定休日第1･3･5日曜

なる 広島 さっ そく ネッ トに参加し ました。 当協会

相互協力に関する協定 に
｣基づき、大規模災害が発
生し た際 には 種別 を超 えた相互支 援の協力 体制と

祉協議会と、 災
｢害時における安心を共に支え合う

会福 祉施 設等 を会員 とす る団体及 び広島県社 会福

る甚 大な 被害 が発生 し、 広島県及 び広島県内 の社

令和 元年 度は、 東日 本にお いて台風１ ９号によ

「民生児童委員」
「地域包括サブセンター沼隈」
「在

増加しています。それらを支える「近隣」「地域」

年々 「介 護保 険サ ービス 」の枠を超 えた依頼 が

に努めました。

域住 民か らの 信頼 感の向 上や魅力 ある職場 づくり

職員 研修 を実 施、職 員の 資質向上 だけでなく 、地

な参 加と 共に 、独自 の取 り組みと して毎月定 例の

る研 修、 ケアマ ネ対 象の 専門職研修 等への積 極的

沼隈社会福祉協会 事業報告

は要 配慮 者利 用施 設と して洪水 、津波に対 する非

宅介 護支 援セ ンタ ー」 等との密 接な連携を 図りな

令和元年度

常災 害対 策計 画の 作成 を求めら れており、 適切な

がら適切なサービスに努めました。
○活動内容
１、受託事業 福(山市からの委託に基づく事業
①配食サービス事業

)

計画を作成して対応しました。
新 型コロ ナウ イル スに関 して日本 全国に非 常事
態 宣言 が出さ れる 中、 当協会で は事業を 継続して
い くた めに感 染対 策を 行い、ご 利用者様 及びご家

ま すが 、ご 利用 者様及 びご家 族様にご 理解いただ

し 、介 護現 場では 密を なくす ことは困難 ではあり

に 対し て保 温容 器に て三六三日 昼食・夕 食を配達

者 世帯 及び それ に準ず る世帯で 調理等が 困難な人

一 人暮 らし 及び二 人暮 らし高齢 世帯、身体 障がい

在宅支援のための栄養改善と安否確認を目的に、

き 、マ スク の装 着、 手洗い、 検温の徹 底、通所系

しました。

族 様、 職員 の安全 を確 保しな がらサービ スを提供

サ ービ スで はソ ーシ ャルディ スタンス 確保のた め

高 齢者 が住 み慣 れた 地域で安 心して過ご すこと

②地域包括サブセンター運営事業

新 しい 事業 とし て、 福山市指 定認知症対 応型共

が でき るよ うに 「ワ ンスト ップサービ スの拠点 」

の創意工夫等を行いました。
同 生活 介護 事業 所に 選定さ れ、令和二 年度初期 の

として 、個 々の 高齢 者の状 況やその 変化に応じ て
つ包括的に提供されるよう支援しました。

介護・ 福祉 ・医 療を はじめ 様々な支 援が継続的 か

開所に向けて準備を進めました。
また、 高齢 化・ 重度 化が進む 利用者へ の高品質
ケア 実践の ため に、 看取り 介護・認 知症ケア に係

TEL(084)- 987-2517

○寝台車手配 ○火葬許可書取得 ○葬祭会館予約
○霊柩車・バス・粗供養品・はがき印刷・遺影写真・
料理・生花・盛かご・花輪など、葬儀に必要なこと
をすべて手配いたします。

福山市沼隈町草深1992-4
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③生活支援ハウス運営事業

④通所介護事業

な自立の人が入居、在宅生活を支援しました。

護・ 介護の連 携を重視しました。入浴・食事 ・排

要介護 利用者 にも柔軟に対応できるよう医療 ・看

個別的 かつ適 切なケアサービスを実施し、重度

２、自主事業

泄・ 生活動作 訓練等に力を注ぎ、足湯やボ ランテ

一人 暮ら しの 高齢 者等で 、居宅での 生活が困 難

①居宅介護支援事業

在宅 の療養 者が主体性を持って健康の自己管 理

ィア との交流 等楽しい一日を提供し、住 み慣れた

齢 者・ 認知症 高齢 者や 障がい者 、介護予 防として

と必 要な資 源を活用し、生活の質 を高めることが

「利用者の尊厳とその意向を尊重して総合的にサ

地 域支 援事 業対象 者も 含め幅 広い継続し た支援・

できるよう在宅療養者及びご家族の健康の保持 増･

自宅 ・地域で の在宅生活の継続を支援 しました。

相 談を 提供 しまし た。 介護保 険並びに新 しい介護

ー ビスが 提供 され るよう支 援する」 を基本に 実施

予 防・ 日常 生活 支援総 合事業 等のサー ビスが切れ

進 回･復を図り、疾病や障がいによる影響を最小限
に とどめ、 また安らかな終 末を過ごすことができ

⑤訪問看護事業

目 なく 提供 がで きる包 括的ケ アサービ スを目指し

る よう療養 生活を支援し 必要な看護の提供・助言

新築・増改築、承ります！

し ま した 。 要支援・ 要介護者は もちろん 、独居高

ました。

を行いました。

ご 利用者 様が自立した日常生活 又は社会生活を

営業時間 １１：００～１４：３０

Email sansei@mx41.tiki.ne.jp
URL http://ww41.tiki.ne.jp/~sansei/

自家製粉のこだわりのおそばを提供。

℡ (084) 987-3902

そば処ぬまくま

沼隈 町草 深 2785-248

地産地消にこだわった産直市場です。

②訪問介護事業
に よる 訪問 介護 、障 害者総 合支援法に よる身体 障

営 むこと ができる よう、就労の機会を提供すると

営業時間 ８：００～１６：００

サンセイハウジング株式会社

自由市場

⑥就労継続支援Ｂ型事業

が い者 、精 神障 がい 者への 居宅介護 を提供し、 ご

ともに、 生活活 動その他の活動機会の提供を通じ

営業時間 ８：００～１６：００

一級建築士事務所

日替りランチ (ｻﾗﾀﾞ・ｽｰﾌﾟ付)

介 護保 険及 び介 護予 防・日常 生活支援総 合事業

利用者 様が 可能 な限 り自宅 において 、その有す る

て、知識 及び能 力の向上のために必要な訓練、そ

ご利用者様の状態や必要に応じて、
「通い」を中

能力 に応じ た日 常生 活を安 心して営 むことが でき

福祉 用具 が必要 な利 用者に 対し、状態 に応じた

心に「訪問」
「宿泊」の３サービスを組み合わせて

の他の便宜を適切かつ効果的に行いました。

適切 な福 祉用 具を貸 与す ることに よりＡＤＬ の維

在宅介 護サービ スを提供、いつも顔なじみの職員

るよう支援しました。

持向 上、 身体 機能の 回復 、介護者 の介護負担 の軽

が、住 み慣れ た自宅・地域での生活を継続するこ

⑦小規模多機能型居宅介護事業

減を 図り まし た。 ご利用 者様に応 じたポー タブル

とができるように支援しました。

③福祉用具貸与・販売事業

トイレや杖や紙オムツ等の販売を行いました。

ぬまくまハーブガーデン

住宅の改修から
建具の取替等の小さな
修理も承ります！

定休日

年始(1/1～1/3 )

道の駅 アリストぬまくま

令和２年７月１日発行
沼隈社会福祉協会ふくしだより
（５）第１３４号

第１３４号

沼隈社会福祉協会ふくしだより

簡単パンレシピ
《 材 料 》(４～６個分）

令和２年７月１日発行（６）

《 くる みパン》

《 用意する物 》

強力粉・・・・・・・・・・・１５０g
薄力粉・・・・・・・・・・・５０g
粉ミルク湯・・・・・・・・120cc
ケーキ用マーガリン・・・15g
砂糖・・・・・・・・・・・・・40g(大2強)
塩・・・・・・・・・・・・・・・4g
ドライイースト・・・・・・・15g(小２)
くるみ・・・・・・・・・・・・適量(炒っておく)
レーズン・・・・・・・・・・適量
とき卵・・・・・・・・・・・・適量
打ち粉用の粉・・・・・・適量

あわ立て器
箸
ボール(中)
大皿
クッキングシート
ふきん
はけ
ハサミ
まな板
ラップ

《 つくり方 》
粉に塩を入れてまぜ合わせておく。
① ボールに人肌程度の粉ミルク湯をつくり、砂糖、ドライイーストを入れ、あわ立て器でよく
まぜる。
② ①の中にまぜ合わせておいた粉1/2を入れ、あわ立て器でよくまぜ、ケーキ用マーガリン
を入れ溶かす。くるみとレーズンを入れてまぜ合わせる。
③ ②の中に残りの粉を入れ、箸でまぜてひとかたまりにしこねる。
④ クッキングシートで生地をくるんで、電子レンジ弱で60秒加熱する。
⑤ まな板に打ち粉をして、生地をとり出す。生地を6つに分ける。
⑥ 切り口をまきこむようにして丸め、皿にクッキングシートをひいて並べる。
⑦ ラップをかけ、ふきんをかけて、10分～１５分おく。(生地が2倍になるまで)
室温が低い時はボールに湯を入れその上に皿をのせラップ、ふきんをする
⑧ かるくガスぬきをし、丸めてハサミで切り込みを入れ、パンの型をつくる。
⑨ 天板にクッキングシートをひき、パン生地を並べ上にラップをし、電子レンジ弱で30秒加
熱する。
⑩ レンジから取り出し１０分くらいおき生地を2倍くらいにする。
⑪ とき卵を薄く塗る。(厚く塗ると生地が固くなる)
⑫ オーブンを180℃にあたためその中に入れ9分くらい焼く。焼き具合をみながら焼く。
ガスオーブンは9分くらい、電気オーブンは15～18分くらい。

小規模の静かな
お見送りに：

ふるたに葬祭
「家族葬などの
小さなお葬式」 を

四季折々の素材で
大切なお客様をおもてなし。

行える会館が
沼隈斎場のそばにございます。

ふるたに葬祭東山会館

＊見学は随時受け付けております。（場所）沼隈町常石東山１３４
いつでもお電話ください。

（電話）０８４－９８７－０４９４

本店・仕出し部5０８４-９８７-３０００(代)
割 烹 四 季 亭 5０８４-９８７-３００２

予定表埋らぬ今年の五月かな

つつかけの庭に初音のほととぎす

古着市の如く並べて更 衣

アカシヤの白きかをりの降るこみち

佐藤笹女

渡辺和子

長谷部勝彦

渡邉良夫

平春陽子

もく

のき

ちよう ご

ころもがえ

眼に青葉頭上に 鳥 語欲しきまま
村上照子

め

カーネーション黙して置きし玄関に
岡﨑鈴

さ もん

華 哲郎

葉

松

御料理／折詰部

(-3）
(-4）
(-3）

1,191世帯
1,117名
1,238名

福祉会館前のポストに投函頂ければ、必要とされて

若葉雨砂紋をこぼつ軒しづく

春風も入れて候頭陀 袋

小林育代

前月比

内海町
世帯数
男
女
と人との接触を控えるため、訪問は行えませんが、

滝佐代子
野草千鶴

終章を歎きゐるかな桜蕊

神原南無恵

についてご家庭で必要ない方々おられましたら、未

5,125世帯 （-6）
5,637名
(-13）
5,253名
（-5）

開封の物に限って回収をさせて頂いております。人

風そよぎ薔薇の香りに包まるる
母の日や夢の中での笑みし母

野草多鶴

み かん

この先のあるを信じて蜜柑植ふ

空青く海青くして蝶生るる

渡辺寛美

だ ぶくろ

花曇本のカバーの紅あせて

村上紀美子

ず

さみどりの英豌豆の透きとおる

村上保恵
あぶ

しべ

豆の花残して豆を摘みとりぬ

中尾文江

なげ

バーナーで焙りし鰆とどきけり

渡辺妙子

あ

母見舞ふビデオ通話やさみだるる

渡辺貞子
ぼけ

えんどうまめ

少女等の制服匂う豆の花

加藤真二

ら

春眠や呆のはざまを漂ひて

前月比

沼隈町
世帯数
男
女
沼隈社会福祉協会では、政府から配布の布マスク

令和２年５月末

お知らせ

平春陽子選
ゆみかけ句会
華 哲郎選
うつみ俳句会

稿
投

令和２年７月１日発行
沼隈社会福祉協会ふくしだより
（７）第１３４号

世帯と人口統計(福山市 HP より）

いるご利用者に配布させて頂きます。

明日へ築く会社へ
スタミナの供給

株式会社

山陽給食センター

本社／工場 福山市曙町３丁目２９－８
5０８４－９５３－６０００(代)

ご寄附の紹介

岡﨑
義治

勝巳
亡妻

亡妻 純子

ボ ランティアの方 をご紹 介 し ま す。

地域 福 祉 活動 資 金 とし て 、 つぎ の 方 々
か ら ご 寄 附が 寄 せ られ ま し た。 厚 く お 礼
小林寿子さん
申 し 上 げ ます と と もに ご 報 告申 し 上 げま
二十年以上にわたり、福祉会館のまわ
す。
りの花壇の手入れをして下さっていま
今回は令和二年四月二十日から、令和
二 年 六月 十九 日ま で に お寄 せ い ただ いた す。
方々です。
草むしりだけでなく、花壇に花を植え
な お 勝 手な が ら 敬 称、 金 額 は省 略 さ せ
て い た だ きま す の で、 ご 了 承く だ さ い。 たりブロックなどを設置して見映えをよ
（順不同） くしたりと、色々と工夫が凝らしてあり
ます。職員の手がなかなかまわらないと
亡妻 愛子
土 居 市川 善一
ころを、気にかけていただいています。
その時々で四季を感じられる花壇にな
亡妻 秋子
東大 神 神 原 勤
っていますので、会館の横を通る際には
ご覧になって下さい。

土生東
髙野

昌子

崎
組
檀上

小林
日 出男

一廣

一名

一般寄附

林
中
石
一般 寄附

福 祉 タ ク シー

く ろ ちゃん

寝 台 車 有 り ます
（横 にな った ま ま で

も ＯＫ！ ）

訪問介護事業所

さんな 介護
サ ー ビス

5９８７-２０１７ FAX９８７－２０３４

草深1805-3

〒720-0403 福山市沼隈町下山南11-6
定休日/第1日･月曜、第3日･月曜、毎月曜

代表取締役 河 野 行 紀

上山南383-1 TEL ９８８-１５１８
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０-９２-８１５１

0120－ 89－1345
携帯 084－988－1345

(株)マ ッ ク ハ ウ ジ ン グ

アップ
着付けも
承ります

ライン＠で
ご予約が
できます

予約優先

ﾍｱｰ&ﾌｪｲｽｻﾛﾝ

８：３０～９：３０
１６：３０～１７：３０
お問い合わせ先
☎９８７－０９２４

t e l :084-987-1407
fax:084-987-1428

武義

常
名

のお手入れができる美容室

月～金

福山市沼隈町草深1825-4

新築・増改築・エクステリア
施工・管理

髪とお肌

小規模多機能型居宅介護ふくし
の運転手（若干の介護あり）

・介護職(無資格でも可)
・看護職
・介護支援専門員
〈雇用形態〉
・正規職員・非常勤職・パート
お問い合わせ先 ☎ 987-0924

〒720-0311

亡父

匿
冨田

)

マッサージ機一台
マスク

一徹

八日 谷

アイ ドカ 印刷 有
(

千年自動車(有)

〈募集職種〉

運転手募集のお知らせ
職員募集のお知らせ
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