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あいあい桜が丘あいあい桜が丘
第23号第23号

（令和3年4月～令和4年3月の話題）（令和3年4月～令和4年3月の話題）

令和４年４月発行

介護老人福祉施設あいあい桜が丘
特別養護老人ホーム〈本館〉
地域密着型特別養護老人ホーム〈別館〉
短期入所（ショートステイ本館・別館）
通所介護（デイサービス）
居宅介護支援事業所

ホームページは
▼こちらから

あいあい保育園桜が丘

介護老人福祉施設

デイサービス
仙台七夕祭り
デイサービス
仙台七夕祭り

仙台七夕祭りでおなじみの吹き流しコンテストを開催し
名物のずんだソフトや笹かまを提供しました！

仙台七夕祭りでおなじみの吹き流しコンテストを開催し
名物のずんだソフトや笹かまを提供しました！



デイサービスデイサービス

福祉車両福祉車両

大切に使わせていただきます！大切に使わせていただきます！

公益社団法人24時間テレビ
チャリティー委員会から
公益社団法人24時間テレビ
チャリティー委員会から

あいあい神輿で
お祭りムードが
さらに盛り上がりました

あいあい神輿で
お祭りムードが
さらに盛り上がりました

多くの屋台が出店しました多くの屋台が出店しました

種類が豊富です種類が豊富です

大きな恵方巻、うまく巻けました大きな恵方巻、うまく巻けました

クリスマスケーキを作りましたクリスマスケーキを作りました

寄贈

さくらの学校

イチジクジャム作り

どれもおいしそうどれもおいしそう

何にしようかな～何にしようかな～

炊き立ては
おいしいよ
炊き立ては
おいしいよ

寿司バイキング寿司バイキング羽釜で新米羽釜で新米

和菓子バイキング和菓子バイキング

すいか割りすいか割り

節 分節 分

折り紙教室折り紙教室 絵手紙教室絵手紙教室

秋祭り秋祭り

右！右！右！右！

まっすぐ！まっすぐ！

一筆一筆思いを込めて一筆一筆思いを込めて

難しい作品にも挑戦！難しい作品にも挑戦！

いただきもののイチジクでジャムを作りました
完成したジャムはアイスに添えて提供しました
いただきもののイチジクでジャムを作りました
完成したジャムはアイスに添えて提供しました

コミュニケーション
ロボット「さくら」と
遊ぼう！

コミュニケーション
ロボット「さくら」と
遊ぼう！

料理教室料理教室

広島テレビ本社で
24時間テレビ車両贈呈式
広島テレビ本社で
24時間テレビ車両贈呈式

割ったスイカはフルーツポンチにしました割ったスイカはフルーツポンチにしました

毎月旅行気分毎月旅行気分
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入所・ショートステイ入所・ショートステイ入所・ショートステイ入所・ショートステイ
完成!

!
完成!

!

そ～れそ～れ

日　常日　常
レクリエーションレクリエーション

寿司バイキング寿司バイキング

そうめん流しそうめん流し

コロナ対応面会コロナ対応面会

あいあい保育園との交流あいあい保育園との交流

生花教室生花教室
敬老会敬老会 クリスマス会クリスマス会

あいあい喫茶あいあい喫茶

外出行事外出行事

かるた大会かるた大会

秋の作品作り秋の作品作り

風船バレー風船バレー

おいしい～おいしい～

上手に
書けてるなあ
上手に

書けてるなあ

和風モンブラン作り和風モンブラン作り

負けないぞ～負けないぞ～

こんにちは～
こんにちは～

上手にできるかな上手にできるかな

いくらでも食べられるいくらでも食べられる

目の前でお寿司を握ってもらいました目の前でお寿司を握ってもらいました

和光園保育所園児による
ビデオレターと
似顔絵のプレゼント

和光園保育所園児による
ビデオレターと
似顔絵のプレゼント

施設の敷地内でお花見
綺麗な桜に大満足

施設の敷地内でお花見
綺麗な桜に大満足

みんなでお散歩へ！
天気が良くて気持ちがいい
みんなでお散歩へ！
天気が良くて気持ちがいい

サンタクロースからプレゼント！サンタクロースからプレゼント！

あいあい保育園園児のかわいいお遊戯あいあい保育園園児のかわいいお遊戯

窓越し面会窓越し面会室内面会室内面会

「お花見」「お花見」

「府中公園」「府中公園」

きれいなお花で癒される～きれいなお花で癒される～

入居者10年表彰入居者10年表彰

コロナウイルス感染予防対策のため
入居者のみで開催しました
小規模ながら買い物や屋台を楽しまれました

コロナウイルス感染予防対策のため
入居者のみで開催しました
小規模ながら買い物や屋台を楽しまれました

中須たま保育園園児から
可愛いビデオレターのプレゼント
中須たま保育園園児から
可愛いビデオレターのプレゼント

上手に取れた！上手に取れた！

たくさんの笑顔が見られましたたくさんの笑顔が見られました
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パークヒルあいあいパークヒルあいあい
（職員用アパート）（職員用アパート）

あいあい保育園あいあい保育園

介護職員実務者研修介護職員実務者研修

全体行事 居宅介護支援事業所・相談員居宅介護支援事業所・相談員

令和３年4月にホームページを
リニューアルしました
令和３年4月にホームページを
リニューアルしました

あいあい職員が講師となってあいあい職員や
地域の方を対象に介護職員初任者研修や
介護職員実務者研修を行っています
令和3年度は新型コロナウイルス予防対策のため
初任者研修は中止しました

あいあい職員が講師となってあいあい職員や
地域の方を対象に介護職員初任者研修や
介護職員実務者研修を行っています
令和3年度は新型コロナウイルス予防対策のため
初任者研修は中止しました

部署ごとに新型コロナウイルス
感染予防対策を行ったうえで
職員の親睦を深めました

部署ごとに新型コロナウイルス
感染予防対策を行ったうえで
職員の親睦を深めました

既設の職員アパート既設の職員アパート

寄宿舎として新たに建設中です（令和4年4月完成予定）寄宿舎として新たに建設中です（令和4年4月完成予定）
働くパパやママの近くで
毎日楽しく過ごしています
働くパパやママの近くで
毎日楽しく過ごしています

地域の方もご利用いただけます地域の方もご利用いただけます

皆さまの町内へ出張します皆さまの町内へ出張します

忘年会忘年会
地域貢献&福利厚生

新年会

いきいきサロンいきいきサロン

新型コロナウイルス感染予防対策新型コロナウイルス感染予防対策

「ご利用者やご家族が、安心して在宅生活を送ることができるように」をモットーに
介護認定申請代行からサービス利用の調整まで、きめ細かい対応を行っています
新型コロナウイルスの影響で、令和3年度は脳長寿教室・家族介護者教室が中止となりました

「ご利用者やご家族が、安心して在宅生活を送ることができるように」をモットーに
介護認定申請代行からサービス利用の調整まで、きめ細かい対応を行っています
新型コロナウイルスの影響で、令和3年度は脳長寿教室・家族介護者教室が中止となりました

あいあい桜が丘では、入居者・職員へコロナワクチン接種を行いました
令和4年2月には3回目のワクチン接種も終了しました
あいあい桜が丘では、入居者・職員へコロナワクチン接種を行いました
令和4年2月には3回目のワクチン接種も終了しました

あいあい桜が丘では、ご利用者に安心して過ごしていただけるよう
これからも感染予防対策を徹底し、地域に貢献していきます
あいあい桜が丘では、ご利用者に安心して過ごしていただけるよう
これからも感染予防対策を徹底し、地域に貢献していきます

デイサービス

入居

巫女様に来所していただき
お祓いをしていただきました
巫女様に来所していただき
お祓いをしていただきました

おせちやお屠蘇をみなさんでいただきました
また、おみくじや獅子舞で楽しまれました
おせちやお屠蘇をみなさんでいただきました
また、おみくじや獅子舞で楽しまれました 巫女さんをお招きし

新年のご祈祷をしていただきました
巫女さんをお招きし
新年のご祈祷をしていただきました

昼食は豪華なお節を
いただきました
昼食は豪華なお節を
いただきました
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介護老人保健施設
あいあい三郎丸老健

お問い合わせ

〒726-0026 広島県府中市三郎丸町 137番地
TEL 0847-40-1010（代表）  0847-40-1131（デイ直通）
FAX 0847-40-1550
Web https://www.aiai-fukushi.net/saburo/

ホームページは
▼こちらから

リハビリで機能回復！
もっと元気に!!　もっと笑顔で!! 
リハビリで機能回復！
もっと元気に!!　もっと笑顔で!! 

介護老人保健施設 あいあい三郎丸

・介護老人保健施設  ・通所リハビリ（デイケア）
・居宅介護支援事業所  ・訪問リハビリ  ・老人介護支援センター

特養 介護老人福祉施設 あいあい桜が丘

介護認定をお持ちの方、お気軽にお問い合わせください。
送迎・昼食は無料です。

特別養護老人ホーム＆ショートステイ
100室全てが個室です。(特養入居79室、ショートステイ21室）
10のユニットに分かれ、
少人数での家族的な
触れ合いの中で、
楽しく安心して
お過ごしいただけます。

デイサービス

デイサービス
１日無料体験を実施中！
デイサービス
１日無料体験を実施中！

全室個室のユニットケア全室個室のユニットケア

大好評大好評「展望風呂」

お問い合わせ

〒726-0006 広島県府中市桜が丘三丁目2番地の1
TEL 0847-41-5000（代表）  0847-41-5222（デイ直通）
FAX 0847-41-6500
Web https://www.aiai-fukushi.net/sakura/

ホームページは
▼こちらから

介護老人福祉施設 あいあい桜が丘

お問い合わせ

〒726-0005 広島県府中市府中町 102番地 1
TEL 0847-45-1600（代表）
FAX 0847-45-2121
Web https://www.aiai-fukushi.net/ekinishi/

ホームページは
▼こちらから

ケアホーム あいあい府中駅西

ケアホーム
あいあい府中駅西

サービス付き
高齢者向け住宅
サービス付き
高齢者向け住宅

デイサービスや訪問介護が利用できる
街中のサービス付き高齢者向け住宅です

備後会

2人（夫婦・兄弟・親戚）での
入居可能なお部屋もあります
2人（夫婦・兄弟・親戚）での
入居可能なお部屋もあります

※施設利用・各種介護保険制度のお問い合わせなど、お気軽にお電話ください。

あいあいグループ 3施設紹介あいあいグループ 3施設紹介


