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福祉は、「人」と「心」が創り出すあったか～い贈り物…。

cocorist（ここりすと）は、そんな想いを込めて発行している仙台市社会事業協会の広報誌です。

当法人が運営する各施設の取り組みやスタッフの紹介、ニュースなど、様々な情報を地域の皆さまに

ご紹介します。

＊cocorist（ここりすと）：「心（こころ）」と「ist（～する人）」を組み合わせた造語です。

［ 仙台市中山保育所 ］

仙台市青葉区中山1丁目6-2 TEL 022-278-0549 FAX 022-277-4365

仙台市中山保育所の詳細は ☞ 仙台市中山保育所 検索
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特 集 ： 『 葉山地域交流プラザ 』 を楽しむ

お食事会での

小田島 クニ さん

98歳 利用歴：平成27年11月～

Q．沖野デイでの楽しみは？

A．お友達とのおしゃべり。職員の

方も親切ですし、ゲームや体を

動かす運動も楽しみですね。

Q．沖野デイの雰囲気はどうですか？

A．明るくて緑も多く、心が癒される雰囲気ですね。

Q．沖野デイを選んだ理由は？

A．ケアマネージャーさんからの紹介で来てみました

が、職員の皆さんが優しかったですし、以前から

のお友達もここを利用していたので選びました。

巷では藤井聡太四段の活躍で将棋がちょっとしたブームになってますね。当センター

でも小学生との「世代間交流」と銘打って将棋教室を開催してますが、小学生は吸収が

早いっ！教えたことをあっという間に自分のものにしてしまいます。“藤井聡太二世”

が、沖野から輩出される日も近いぞ！…と確信する私は将棋が指せません。(笑)〈本〉
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カラオケを楽しむ

佐藤 次男 さん

98歳 利用歴：平成25年7月～

Q．沖野デイでの楽しみは？

A．仲のいい友達と話したり、お風

呂に入ってゆっくり寛げること。

体を動かしたり、皆さんといろんな所に出かけ

ることも楽しみですね

Q．沖野デイの雰囲気はどうですか？

A．明るいし、皆さんとても馴染みやすいですね。

Q．沖野デイを選んだ理由は？

A．以前から沖野老人福祉センターを利用していま

したし、自宅からも近いですしね。

cocorist

お問合せ

求人案内

◎養護老人ホーム仙台長生園
仙台市青葉区葉山町8-1
募集人員：若干名

採用条件：[介護士]

初任者研修修了者以上

[看護師]

正看護師、准看護師

お問合せ：022-271-7255(小船)

◎仙台保育園
仙台市若林区南鍛冶町96-8

募集人員：若干名

採用条件：保育士

お問合せ：022-223-9024

介護士

佐々木由美子さん

［2010年 採用］

いつも笑顔で利用者さんの話

に耳を傾け、楽しい雰囲気の

場を提供し、より良い生活が

送れるよう頑張ります！

介護士

小林聡さん

［2017年 採用］

ピカピカの社会人一年生で

す！働いてまだ日が浅いです

が、皆さんに親しまれるよう

初心を忘れず頑張ります！

保育士

畠山小春さん

［2017年 採用］

子供達からパワーをもらい楽

しく保育をしています。日々

学びながら毎日笑顔で頑張っ

ていきたいと思います。

保育士

荒川春菜さん

［2016年 採用］

可愛い子供達に囲まれ充実の

毎日です。子供達に「楽し

かった！」と毎日思ってもら

えるよう一生懸命頑張ります。

※労働条件等につきましては、

お電話でそれぞれの事業所に

ご遠慮なくお尋ねください。

■保育士

■介護士・看護師

平成29年度 春の叙勲で、瑞宝単光章を授章した櫻間美智子所長に、今の思いを語っていただきました。

この度、平成29年度春の叙勲に於いて瑞宝単光

章を頂きました。職場関係をはじめとし、周囲の

方々から「おめでとうございます」等々のお祝い

の言葉をいただき、「ありがとうございます」と

返しながらも、正直いまひとつピンと来ない自分

がいましたが、今年で勤続38年を迎えることを考

えると、今回の授章は、大きな振り返りの時間

（とき）を与えてもらったような気がしてなりま

せん。

26歳で仙台市社会事業協会の職員となり、これ

まで、子供たち、保護者の皆様、そして職場の諸

先輩や仲間たちなど多くの方々との出会いと別れ

を繰り返す中で、皆さんと共に笑い、泣き、何物

にも代えられない有形無形の“宝物”をたくさん

頂くことができました。そういったことを改めて

振り返り気づかせてもらうとても良い時間を持て

たことに深く感謝しています。

残された在職期間もわずかとなりましたが、これから過ごす日々を、微力ではありますが皆さまへの恩

返しの時間（とき）と捉え、悔いの無いよう歩んでいきたいと思います。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。 仙台市中山保育所 所長 櫻間 美智子

子供たちが楽しみにしているサツマイモの収穫に向けて、櫻間

所長も、保育士さんたちと一緒に菜園の手入れに励みます。



●特集 『 葉山地域交流プラザ 』 を楽しむ
家族で出かけてみたくなるような“グルメ＆くつろぎ＆穴場スポット”がいっぱいの

「葉山地域交流プラザ」。北仙台周辺にお越しの際は、せひ立ち寄ってみてはいかが？

当法人の各事業所では、見学・ご相談を随

時受け付けております。見学等をご希望の方

は、それぞれの事業所にお問い合わせくださ

い。尚、各事業所の詳細、電話番号、ご利用

等は、公式ウェブサイトをご覧ください。

●公式ウェブサイト

●当法人へのお問合せ（法人事務局直通）

022-275-2792
［受付時間］9：00～17：00

※土日・祝日を除く

 

喫茶レストラン 茶楽

（材料 4人分）
・生シイタケ ４枚 ・ごま油 大さじ１
・エノキタケ １パック ・味噌 大さじ２
・マイタケ １パック ・みりん 大さじ２
・ショウガ １かけ ・酒 大さじ１

・白ゴマ 大さじ１

（作り方）
①シイタケは石づきを取って5mm角に、エノ

キタケは5mmの長さに切る。マイタケは細
かく刻み、ショウガはみじん切りにする。

②フライパンにごま油を中火で熱し、①を炒
める。

③しんなりしてきたら、味噌、みりん、酒を
加えてさらに炒め、水気が無くなったら白
ゴマを加えてざっと炒め合わせたら出来上
がり♪

※味噌はお好みの濃さに加減してください。
※冷蔵庫で3日ほど保存できます。

高齢者総合福祉施設「仙台楽生園ユニットケア

施設群」内に設けられた葉山地域交流プラザには、

喫茶レストランや理美容サロン、おもちゃ図書館、

展望風呂、予防リハビリセンター、ボランティア

活動センターなどがあります。その名のとおり、

地域交流の拠点として、どなたでも気軽にご利用

いただける施設なのです。

いつも綺麗に、若々しく過ごしていただけます

ように♪ 確かな技術を手ごろな価格で提供して

います。本格的なリンパマッサージも好評です！
（注）「gg」は、グランドファーザー・グランドマザーの略です。

営業時間 10:00～17:30 定休日 月曜,お盆,年末年始

※パーマ,カラーは14:30まで受付け

見晴らしの良い最上階にある天空館。お湯はト

ゴール鉱石を使用した準天然温泉。大浴場と中浴

場は、男女日替わりでご入浴いただけます。肩ま

で浸かって、目の前に広がる景色を眺めれば、心

も体もすっかりリフレッシュできること間違いな

し！

営業時間 13:30～18:30（最終受付け 18:00）

入浴料金 大人 300円 / 子ども 150円

コーヒーやお茶、お食事、スイーツを食べなが

らくつろぎの時間を過ごしてみては？ オススメ

はケーキセット。ドリンク付きで400円です。

営業時間 11:00～16:30 定休日 月曜,お盆,年末年始

お子さまやご家族、地域の皆さまの“交流の

場”や“くつろぎの場”として開放しています。

また、高齢者施設の中にあるということから、

子どもとお年寄りとの世代間交流も、おもちゃや

本を通して自然に育まれていきます。

■葉山地域交流プラザ
仙台市青葉区葉山町8-1

仙台楽生園ユニットケア施設群内
●仙台市地下鉄およびJR 「北仙台駅」 下車 徒歩10分

●仙台市営バス 「長生園前」 下車 徒歩1分

※詳細地図はコチラ↓でご覧ください。

葉山地域交流プラザでは、地域交流イベントや

サロンの開催、会議室の貸し出し等も行っており

ます。どうぞお気軽にお越しください。

8月上旬、「仙台七夕まつり」に合わせて、今

年も各クラスで七夕飾りを作り、笹竹に飾りつけ

ました。

富沢わかば保育園では、毎年七夕の時期に、近

くの多賀神社さんにお願いして、笹竹をいただい

ています。本当に感謝です。

送迎の時間に、親子で願いを込めて飾りつけを

してもらいました。「どこに飾る？」、「もう少

し上がいいんじゃない？」という楽しそうな親子

の会話が聞こえてきます。

笹竹がしなる程に飾られたたくさんの七夕飾り。

この光景は富沢わかば保育園の夏の風物詩となっ

ています。

みんなどんな願い事をしたのでしょう？よく見

ると職員の願い事もちらほら。

みんなの願いがぜひ叶いますように…。

■富沢わかば保育園
仙台市太白区富沢2丁目5-22

TEL 022-244-8836 FAX 022-244-8848

※富沢わかば保育園の詳細は

☞

仙台市社会事業協会が運営する事業所をご紹介

仙台楽生園ユニットケア施設群 検索

天気の良い日には、泉ヶ岳を眺めながらの入浴も♪

富沢わかば保育園 検索

炊きたての新米に添える「ごはんのとも」としてはもちろん、豆腐にのせたり、野菜と一緒に炒めたり、

鶏ひき肉に混ぜてハンバーグにしてもgood!

♥鈴木栄養士さんからのメッセージ♥
夏も過ぎ、いよいよ“食欲の秋”！秋を迎えて美

味しくなる食材の代表が「キノコ」です。夏の疲れ

をデトックスするのにもキノコはピッタリ！旬の食

材を取り入れて、体に嬉しく、味も美味しいキノコ

料理を、ご自宅でぜひ楽しんでみてくださいね♪

葉山地域交流プラザって？

ちゃらく

理容室 ｇｇバーバー ・ 美容室 美楽る
ジージー みらく

葉山の森 おもちゃ図書館

展望風呂 天空館

ちゃらく

てんくうかん

アクセスのご案内


