今回は「柏木保育園父母の会」会長の高橋新さんにお話を伺いました！
Q．お子さんが入園して何年目ですか？
A．中学生になる娘が0歳児で入園してから、小学生の長男、そして現在お世話
になっている次女と続いて、かれこれ13年間お世話になっております。
Q．13年間も！ご利用ありがとうございます！柏木保育園はいかがですか？
A．子ども達は保育園や先生方が大好きで、親としては大切な幼少期を逞しく健
やかに過ごせる環境を作っていただいていることに心から感謝しております。
Q．お忙しい中での「父母の会」の活動は負担ではありませんか？
A．先生方の力をお借りしながら、父母の会役員としても活動させていただき、
夏祭りでの太鼓演奏をはじめ、様々な経験をさせていただきました。親とし
ても、豊かな子育て生活を過ごさせていただいているところです。
Q．最後に、柏木保育園にメッセージをお願いいたします。
A．次女の卒園まで残り一年ちょっとになりました。親子共々楽しみながら保育
園生活を満喫したいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします！

柏木保育園の夏祭りで見事な
太鼓演奏を披露した高橋さん

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。
当協会が運営する事業所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。

特 集 ： ウチの事業所イチオシイベント！

求人案内
保育士
◎仙台つばさ荘
仙台市青葉区柏木1-5-35

介護士

佐藤ちひろさん
［2017年 採用］

利用者の方から、笑顔とあた
たかい言葉を日々いただき、と
ても励みになっています。利用
者の方に常に寄り添い、安心し
ていただけるよう頑張ります！

毎日、可愛い子ども達の笑顔
にパワーをもらいながら保育を
しています！一緒に楽しく過ご
せるよう、日々励んでいきたい
と思います！

募集人員：若干名
採用条件：保育士資格
お問合せ：022-274-1811(泉)

介護士
◎特別養護老人ホーム仙台楽生園
仙台市青葉区葉山町8-1
募集人員：若干名
採用条件：初任者研修修了以上
お問合せ：022-273-4920(小船)

事務員

調理員・業務員
◎中山保育園
仙台市青葉区中山1-6-2
募集人員：若干名
採用条件：資格・経験不問
お問合せ：022-278-0549(櫻間)
※労働条件等は、それぞれの事業所に
ご遠慮なくお尋ねください。
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お問合せ

庄子由貴さん
［2015年 採用］
利用者の皆さんが、毎日を楽
しく元気に、そして和やかに過
ごしていただけるように頑張っ
ています。これからもよろしく
お願いいたします！

仙台市社会事業協会広報誌「ここりすと」vol.6

阿部真弓さん
［2018年 採用］
今年採用になりました！毎日
さまざまなことを吸収しながら、
楽しく保育をしています！これ
からも笑顔を絶やさず、素敵な
保育士目指して頑張ります！

2018秋冬号

法人事務局

☎ 022-275-2792

［ 現在の仙台長生園 ］

［ 開園当時の仙台長生園 ］

仙台長生園は、昭和13年に「救護施設」として開園しました。昭和38年に「養護老人ホーム」
となり、平成18年、介護保険の特定施設の指定を受け、平成30年4月で創立80周年を迎えました。
時代の流れに伴う制度やニーズの変化に対応すべく、幾多の変遷を重ねてまいりましたが、変
わっていないのは、様々な事情により支援を必要とする高齢者が、安心して生活できる施設であ
り続けているところです。また、開園以来、葉山の地にしっかりと根付いてきた歴史があり、地
域と深い関わりを築いております。
今後も、環境上や経済上の理由で入所される方々に、適切な支援を提供するとともに、仙台楽
生園ユニットケア施設群を含めた「葉山シルバータウン」として、地域の高齢者福祉のセーフテ
ィネットの役割を担っていく所存です。

2018年9月1日 発行

編集・発行：仙台市社会事業協会 広報委員会

〒981-0917 仙台市青葉区葉山町8-1

トピックス

保育士

今年は異常な猛暑で、毎日のように「熱中症」というワードが聞かれましたね。 熱中
症予防には水分と塩分の補給はもちろんのこと、しっかり食べて！しっかり寝る！ 皆さ
んはこの夏を元気に乗りきれましたか～？ 涼しくて、食べ物が美味しい秋が早く来ない
かな～♪と、首を長～く長～～くして待っている今日この頃の私です…(笑) 〈詩〉

cocorist
仙台市社会事業協会

保育士

伊藤まゆみさん
［2017年 採用］

公式サイト http://www.fukushi-sendai.or.jp/
📩 honbu-zimukyoku@trad.ocn.ne.jp

［ 養護老人ホーム 仙台長生園 ］
仙台市青葉区葉山町8-1

☎ 022-271-7255

仙台長生園の詳細は ☞

仙台長生園

📠(fax) 022-271-7220
検索

●特集

ウチの事業所イチオシイベント！

なつまつり

柏木保育園

7月の土曜日

●開催時期

なつまつり

仙台保育園

子ども達の神輿や山車のほ
か、今年は沖縄のエイサーを
披露！シアターや遊びのコー
ナーなど、親子で楽しめる内
容盛り沢山のイベントです！
●開催時期

富沢わかば保育園

子ども達が、心を一つにし
て、走ったり踊ったり、日ご
ろの成果を発揮する一大イベ
ントです。そこには笑いあり
涙ありのドラマがあります！
●開催時期

9月末～10月初旬の土曜日（一般来場可）

8月～9月

●開催時期

夏祭り

仙台むつみ荘

仙台理容美容専門学校

夏まつり

9月第3月曜日（一般来場可・要予約）

地域交流 夏祭り

仙台長生園

仙台つばさ荘

葉山シルバータウン文化祭

仙台楽生園

模擬店や作品展示、ステー
ジアトラクションと、見どこ
ろ満載の地域交流イベントで
す。恒例のくじ引き大会では、
豪華賞品がもらえるかも?!

子ども達の出し物は勿論、
お母さん達が披露する出し物
は毎年大好評！そして番外編
としての職員の出し物は、一
見の価値アリ?!
12月第3日曜日

●開催時期

8月中旬頃（一般来場可）

ここにご紹介した以外にも、それぞれの事業所
では季節に合わせたさまざまな楽しいイベントを
開催しています。「一般来場可」の催しの詳細に
ついては各事業所に直接お問い合わせください。

●開催時期 8月第1金曜日 （一般来場可）

親子クリスマス会

沖野デイサービスセンター
沖野老人福祉センター
沖野居宅介護支援センター

夏を熱くする沖野3施設の
「夏まつり」！隣接する沖野
児童館の子ども達も参加して、
毎年大盛り上がり！沖野の夏
はこれ抜きでは語れません！
●開催時期

利用者様、ご家族の皆様、
地域の皆様に楽しい時間を過
ごしていただけるよう、職員
が一丸となり企画していま
す！ぜひご来場ください！

●開催時期 8月下旬頃

●開催時期

仙理美祭

ヘア、メイク、衣装、演出
等のすべてを学生が手掛ける
ステージショーとビューティ
系模擬サロンが楽しめるトー
タルビューティイベント！

むつみ荘の「夏」といった
らこれ！食べ物コーナーあり、
遊びのコーナーあり、小学生
の粋な踊りありと、お楽しみ
が満載のイベントです！

7月の土曜日（未就園児親子来場可・要連絡）

運動会

中山保育園

自慢の菜園で育てた野菜を
収穫する年に一度の収穫祭！
楽しく収穫したあとは、美味
しく食べる！子ども達が楽し
みにしているイベントです！

子ども達による山車や神輿、
すずめ踊り！ゲームコーナー
や食べ物コーナーも開店！子
どもと大人がひとつになれる、
とても楽しいイベントです！
●開催時期

収穫祭

仙台市社会事業協会が運営する事業所イチオシのイベントをご紹介！
一般ご来場大歓迎の催しもあります！ぜひお出かけになってみては？

・仙台保育園
・富沢わかば保育園
・仙台長生園
・仙台楽生園
・沖野老人福祉センター
・仙台理容美容専門学校

☎
☎
☎
☎
☎
☎

022（223）9024
022（244）8836
022（271）7255
022（273）4920
022（282）0531
022（304）2151

10月中旬頃 （一般来場可）

仙台市社会事業協会が運営する事業所をご紹介いたします！

βカロテンと食物繊維を摂ろう！

☆カット,シャンプー,シェーブ / ¥3,300
☆レディースシェービング
/ ¥1,200 ほか

☎ 022-728-3606
窓から見える中山の観音様。
「今日も1日無事に過ごせまし
た。ありがとうございます」

え?! 葉山町に新しいカフェ?!

■作り方
① にんじんを茹で、すり潰すかフードプロセッサーにかけ
レモン汁をかけておく。
② バター20gを溶かし、「溶かしバター」にする。
③ 卵を溶き、砂糖を少しづつ加えて混ぜ合わせる。
④ ③に牛乳と②の溶かしバターを加えて混ぜ、さらに①の
にんじんとホットケーキミックスを加えて混ぜ合わせる。
⑤ ④をアルミカップケーキ型（6個）に分けて入れ、160℃
のオ－ブンで、20～30分程度焼いたら出来上がり♪

今年で101歳！最高齢の
ご利用者様 松本光さん

自分の時間を大切にしてくれるそんな場所…
利用者の皆さん一人ひとりが、ゆったりと
“わたし時間”で過ごせる場所、それが仙台楽
生園ショートステイです。
利用者様に寄り添い、一緒に笑い、安心して
過ごしていただけるよう、支援しています。

■仙台楽生園ショートステイ
仙台市青葉区葉山町8-1
☎ 022-273-4920
📠(fax) 022-273-8510
※仙台楽生園ショートステイの詳細は
仙台楽生園

■材料（6カップ分）
・にんじん
120g（中2/1本）
・ホットケーキミックス 150g
・卵
1個
・牛乳
70g
・バター，砂糖
各20g
・レモン汁
大さじ1

検索

♥伊藤栄養士さんからのメッセージ
にんじんは、茹でることとレモン汁を加え
ることで独特の生臭さが無くなります。
にんじんが苦手な方でも美味しく召し上が
れます。ぜひお試しください♡

仙台楽生園ユニットケア施設群
地域交流プラザ内
・営業時間 10：00～17：30
・定休日 毎週月曜日
※「gg」はグランドファーザー・グランドマザーの略です

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

●当協会へのお問合せ（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

