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とやま虹の会だより
http://www.nijinokai.net/
20周年特設ページを作りました。

● 介護老人保健施設 レインボー
● 水橋南地域包括支援センター
● 特別養護老人ホーム しらいわ苑
● 訪問看護ステーション にじ

● デイサービス かけはし
● 生きがい対応型デイサービス かけはし
● 生活サポートセンター かけはし
● LSAかけはし

● しらいわ苑 ホームヘルパーセンター
● 水橋介護保険相談所
● 小規模ケア施設 市江やすらぎの郷
● 小規模ケア施設 中村町ぬくもりの郷
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お問い合せ先 法人事務局　☎076ー479ー2082

オープニング　水橋高校吹奏楽部の演奏

朗読劇「水清き里、人あつき里」

三上満氏記念講演
「人間として豊かに生きる―宮澤賢治にもふれながら」

社会福祉法人とやま虹の会の「創立20周年記念式典」に、多くの皆様においでいた
だき誠にありがとうございました。厚くお礼申しあげます。
今から、21年前の1992年8月に水橋地域の方々を中心とした、たくさんの方々の
大きな熱意と沢山のご芳志によって、社会福祉法人とやま虹が設立し、直ちに、介護
老人保健施設レインボーの建設に着手し、翌1993年7月に介護老人保健施設レインボー

が開設することができました。以来、「特別養護老人ホームしらいわ苑」をはじめ数多くの高齢者介護・福
祉の事業を展開させていただいております。
おかげさまで、高齢者の福祉施設としては、地域に密着しつつ、施設介護、通所介護、訪問看護、訪問介護、
居宅支援など総合的な介護・福祉事業を展開・運営できるところまで発展してまいりました。
これもひとえに、地域の皆様方の大きな支援の賜でございます。心より感謝申し上げます。
私たちは、この20周年の節目の年を迎えるにあたって、あらためて、法人設立の原点にたち、ご利用い

ただいいる皆さんの「安心のよりどころ」として、また、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ことができる「福祉のまちづくり」をめざし、役・職員一同一層努力していく所存でございます。
今後一層のご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

理事長　友 椙 　 彰
ごあいさつ
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朗読劇の続きが聞きたいな～

去る9月1日、水橋ふるさと会館にて「と
やま虹の会設立20周年記念式典」が開か
れました。雨模様にもかかわらず、会場
は260人を超える参加者で満席となりま
した。
オープニングは水橋高校吹奏楽部の、

華やかで若々しい演奏から始まり、虹の
会創立時の苦労や熱い思いを朗読劇にし
た「水清き里、人あつき里」を新入職員
が朗読しました。
式典では友椙理事長のあいさつの後、

来賓を代表して原田佳津広富山市議会議
員、高柳賢司水橋地区自治振興会長、大
野孝明富山医療生協理事長から祝辞をい
ただきました。
続いて法人設立と運営、地域福祉の向

上に尽力された山崎乙吉さん、故小西乃
里子さん（ご家族）、芝木正幸さんの3氏に
感謝状が贈られました。

記念講演では「人間として豊かに生き
る―宮澤賢治にもふれながら」と題して
三上満先生がお話しされました。ご自身
の富山でのつらい戦争体験とその時のお
母さんの言葉が自分の原点になっている
こと、宮澤賢治の徹底した人間愛や、三
上先生のユーモアあふれる温かい語り口
に、会場全体がさわやかな感動と柔らか
な安心感につつまれました。「三上先生の
お話は、自然と心に染みた。」「人を思い
やる賢治の“行ッテ”の思想は介護の仕事
にも通じる」「朗読劇に感動した、台本が
ほしい」「法人設立時の熱い思いが伝わっ
た。」などたくさん感想が寄せられました。
虹の会設立の原点を未来に継ぎ、次の10
年をめざして頑張ります。

20周年記念式典～虹の会設立の原点を未来に継ぐ～

260名を超える地域の方と
職員で満席となりました

納涼祭に続き、ありがとうございます

利用者さん渾身の力作

新人さんは大役がお手の物

大勢の方が来て
下さって

うれしいです

一生懸命練習しました

続きが聞きたい



三上満氏の講演はYoutubeでご覧いただけます。（とやま虹の会で検索）

富山市議会議員　原田佳津広 様 水橋地区自治振興会長　高柳賢司 様 富山医療生協理事長　大野孝明 様

初代しらいわ苑施設長　山崎乙吉 様

元法人事務局長　故 小西乃里子 様（ご家族）

元レインボー副施設長　芝木正幸 様

真正面から非行問題に取り組む実践は
3年B組金八先生のモデルにもなりました

即席サイン会も
開催されました

三上満さんは、ご自身のつらい戦争体験や東日本大震災から、人間とは「挑
む存在」、「手を差し伸べあう存在」であること。また「人間として豊かに生きる」
と考えるとき、福祉や介護・医療に携わる人にとって最も大事な感情は「命に
対する愛しみを感じる心」、「人の悲しみや苦しみに対して胸がキュンとなる心」
ではないかと、宮沢賢治の童話も引用しながら温かく語りかけ、会場にはさわ
やかな感動と柔らかな空気、安心感が広がりました。

いつく

いど

記念講演「人間として豊かに生きる」

来賓の
ご挨拶

感謝状贈呈

三 上 　 満 氏



生きるパワースポットですね。

【連絡先】富山市水橋新堀1番地　TEL 0
76-4

78-
478
4

介護老人保健施設

レインボー
E V E N T

2013年9月26日に3階療養棟利用者の横見タミさ
んの百寿（ももじゅ）のお祝いの会が行われました。
たくさんの言葉を寄せ書きにした色紙には、優しく
穏やかな横見さんの人柄がよく現れていました。また、
「東京ブギウギ」の曲に合わせた職員の楽しそうな踊
りに会場が盛り上がり、その後は「二人は若い」、「幸
せなら手を叩こう」を皆さんで合唱しました。
おやつを挟んだ後、市役所の方からの表彰があり、
100歳お祝いの賞状や記念品を頂きました。最後に家
族や職員と一緒に記念撮影。思い出深いお祝いの会に
なりました。

今日めでたく100歳を迎えられたことが本当にあり
がたく思います。
母は、昔から物静かで、コツコツとよく働く人でし
た。嫌な顔や文句も一度も見たことも聞いたこともな
いほど、いつも穏やかで優しい暖かい人でした。そん
な母だからこそ、こんなにも長生きできたのだと思い
ます。
これからも、穏やかで優しい母のままで、元気に暮
らしてもらいたいと思います。 （娘）

100歳ですが
元気です

安倍首相から頂きました

祝100歳記念撮影
ご家族と共に

担当職員と

Q好きな食べ物
A何でも♥　好き嫌いはない

Q好きな歌
A唄うのは下手だけど、聞くのは誰
の歌でも好き

Q健康の秘訣
A何でも贅沢せんと食べること

Q小さい頃、よくしていたこと
A編み物で洋服を作ったりしていた

Qどんな性格ですか
A争いごとは嫌いでも、我慢してい
るとは思わない

Q今までの人生で嬉しかったこと
A恩師の先生から我が子のように可
愛がってもらえたことが嬉しかっ
た。

横見タミさん 100歳
＆
QA

「担当職員より横見タミさんへ」

百寿おめでとうございます。
いつも職員に温かい言葉をかけて
下さり、ありがとうございます。
何よりも素敵な笑顔で迎えて下さ
る事が職員の元気の源になってい
ます。
これからも宜しくお願いします。

國木 愛美

1913年の出来事100
年前

1913年の誕生者

◆日本オリンピック初参加
◆通天閣完成
◆明治天皇崩御　明治から大正へ
◆日本初のタクシー会社設立

◆大友柳太郎（俳優）
◆ヨハネ・パウロ1世（ローマ教皇）
◆佐野周二（俳優）
◆清川虹子（女優）

100
年前

御家族より
100歳

心のこも
った

メッセー
ジ

ありがと
う



増築部分は３F建てになります。

デイ・ショート
夏の暑さも和らぎ、9月は敬老会とおはぎ作りを行
いました。
敬老会をお祝いして皆で、お弁当を食べました。
喜寿、米寿の方を紹介した後、よさこいと寸劇をし
ました。職員による寸劇は、大いに盛り上がりました。
おはぎ作りは皆で協力し、美味しく出来ました。
出来たおはぎはお茶菓子として、食べました。美味
しかったね～。
今後も、行事盛りだくさんです。

【連絡先】富山市水橋新堀17番地の1　TE
L 07

6-4
79-
20
80

特別養護老人ホーム

しらいわ苑
E V E N T

お弁当
美味しいね～

今日はお
茶会、

おいしく
頂戴しま

した

あんこ
ときな

粉が

化粧し
て～♪ 美味し

いのを

作るぞ
！！

喜寿、米寿のお祝い

あんこを
まぶしています

みんなで作品展へ行きました 敬老会のお弁当今日のお昼は外食会です

夏といったらすいか割り、
見事に割れました

上手くできるかな

米寿のお祝いをしてもらったよ



blogのコメントも待ってます。

デイサービス

［連絡先］富山市水橋中村町2-2　☎076-478-4003
かけはし

小規模ケア施設

［連絡先］富山市水橋市江260　☎076-478-5501
市江やすらぎの郷

E NV E T

今年のやすらぎ畑は、オクラ
が大豊作でした。利用者さん
と一緒に収穫し、その日のう
ちに調理をして頂きました。
自分たちの手で、「野菜を育て、
収穫し、食す」とおいしさも
倍増です。時々、外に出て、
やすらぎ畑や立山連峰を眺め
ながら、体操をしています。

毎年、水橋中部小学校４年
生の皆さんと学校の総合
的な学習の時間を利用し
て交流をしています。今
年度も９月より『かけはし
プロジェクト』と題して来
て下さってます。1回目は
「まずは、かけはしに行っ
てみよう！そして、おじい
ちゃん、おばあちゃんに自
分たちは何ができるのか
考えよう」と課題を持って
来所。2回目以降は、様々
なプログラムを考えてきて
くれました。

やすら
ぎ

楽しい
方～E NV E T

男性利用者の手ほどきを受け、
マージャンに挑戦しました。

おはじきを用意してきた子どもたち。
女性利用者さんも童心に返りました。

15分程前に収穫して、すぐ調理。

こちらの女の子たちはトランプを用意してきました。
七並べ、知ってますか？

　なつかしいね～。昔、ようやったわ～。
ここから、どうすんがやったっけ？

うんうん大きく育っとる

blogも見てネ♥

かけはしプロジェクト

ハ～イ



地域福祉部の職員が活動報告交流集会で寸劇を行います。

さつまいも
のオレンジ煮

介護食レシピ●介護食レシピ⑦
材料

①さつま芋は皮をむき適当な大きさに切る
②鍋にオレンジジュース、砂糖、塩を入れ煮る
③さつま芋が柔らかくなったらできあがり！

作り方

★レーズンを加えると一層美味しくなります。
★さつま芋の皮をむかずに調理すると色合いも良くなります。

ポイント

おかずの一品としても、おやつとしても喜ばれます。
さつまいもの意外な料理です。一度お試しください。
すっきりさっぱり食べる事のできる料理です。

コメント

4人前

●さつま芋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中1本
●オレンジジュース ・・・・ 1パック（240cc）
●砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
●塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一つまみ

小規模ケア施設

［連絡先］富山市水橋中村町67番地の1　☎076-478-2202
中村町ぬくもりの郷

スポーツの秋で今度は運動会もするよ～

E NV E T

滑川までぶどう狩りに出掛け、あずき
ときなこでお化粧をしたおはぎを食べ、
お琴の演奏で秋の唄を歌い、朝晩の涼
しさとともに、ぬくもりも一気に秋モー
ド全開中。今後は「食浪漫」で懐かし
いお菓子作りをして…まだまだ食欲の
秋は続くかもっ！ウフフ。

秋もぬくもり

酸味の苦手な方は
砂糖の量を増やし
てください



お

か
げさ
まで20周

年

毎月１回　しらいわ苑デイサービスで朗読会を行っています。
最初は、貴堂さんの　相撲甚句と手遊びから始まります。利用者の皆様も興味深く聴いており
ます。その後、手遊びなどを行い、藪下さんの朗読が始まります。朗読は、毎月いろんな物を行
います。今回は、「団子ころり」です。朗読が始まると、皆さん真剣な表情で聴いています。声に
強弱をつけ、時には笑いあり話に引き込まれていきます。
お二人とも、好きなことをしており、表情もいきいきしておられました。皆さんに、元気であっ
て欲しいと言われたのが、印象的でした。

い つ も あ り が と う ご ざ い ま す

平成24年度決算書

いつも元気サークル 貴堂　洋子（きどう　ようこ）さん
藪下　典子（やぶした　のりこ）さん

貴堂さん（左）　藪下さん（右） 朗読中の藪下さん相撲甚句を詠む貴堂さん


