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令和2年度 長生会作品展示会

当法人ではご利用者様の生きがいの確保や機能訓練等に対する

意欲の向上を目的とし、日頃の活動の成果を発表する機会として、

毎年作品展示会を開催しています。

今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により開催期間や見学

者の分散化等、密にならない開催方法を協議してまいりましたが、

どうしても展示会場で事業所間の職員、ご利用者の交流やご家族様

の見学等が発生する為、開催は困難であろうと断念致しました。

しかしながら、ご利用者様に少しでも生きがいを持ってイキイキと

した生活を継続して頂きたいとの思いから、石楠花やホームページ

を活用した作品展示会を開催することと致しました。

今回の石楠花ではご利用者様の日頃の成果を少しでもご紹介させ

て頂きたいと思います。

制作者 ： 石本 加島 様

タイトル： スクラッチアート

作品説明

専用のペンで細部にわたり

線を入れることで鮮やかな

色を表現しました。

審査委員会感想

手がご不自由な面がある

とは思えない、繊細でとても

美しい作品であると、感動

致しました。数ヵ月もの時間

を費やし、根気強く、細かな

作業を行うことで、ここまで

素晴らしい作品に仕上がった

のではないかと思います。
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スクラッチアート のではないかと思います。

制作者 ： 白木 勝江 様

タイトル： 折り紙ブロック「ふくろう」

作品説明

毎日32個の折り紙ブロックのパーツ

を折り、1か月以上かけて500個以上制

作しました。完成した時の見栄えがいい

ように丁寧に折りました。時には集中し

すぎて疲れた時もありましたが、頑張り

ました。組み立ては、間違えないように

慎重に行い、大変緊張しました。楽し

かったです。

審査委員会感想

毎日リハビリ室に通われ、間違えたり、

やり直しを行いながら根気強く、頑張ら

れたとお聞きしています。見た目も可愛

らしく、大変すばらしい作品に仕上がっ

ていると思います。

出展にご協力下さい

ました、皆様本当にあ

りがとうございました。

これからも素晴らしい

作品を作られますこと

をご期待申し上げます。

制作者

棚町 一 様

タイトル 水墨画

作品説明

書き始める前に題材

を決めることが大変

です。いろんな本を

調べたり自分の思い

をどう表現するのか

考えることが難しい

と感じています。今

回は色を使ってみま

したが､表現が難し

かったです。

制作者 大隅 ハルエ 様

タイトル 水墨画 手編みベスト

作品説明

老眼で編み目が見えにくく何回もほ

どいては編みを繰り返しどうにか出

来上がりました。完成した時の達成

感は最高なものでした。

制作者 柿添 マサ子 様

タイトル

衝立ちりめん押絵飾り つばき

作品説明

生地を貼るときにしわができ

ないように貼り合わせるとこ

ろが難しかったですが、どう

にかきれいにできました。



制作者　原田　ミサ子　様 制作者　深山　瑞枝　　様 制作者　伊藤　敏子　様

制作者　杉元　姿子　　様 制作者　江渕　テルカ　様 制作者　森　小春　様

制作者　GHあずま野　入居者様 制作者　GHあずま野　入居者様 制作者　GHあずま野　入居者様
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制作者　今村　朝子　　　様 制作者　DS美鈴ヶ丘ご利用者様 制作者　前田　静枝　様

制作者　GHあずま野　入居者様 制作者　GHあずま野　入居者様 制作者　GHあずま野　入居者様

制作者　GHあずま野　入居者様 制作者　GHあずま野　入居者様 制作者　GHあずま野　入居者様
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制作者　平島　サワ子　様 制作者　石本　加島　様 制作者　三浦　テイ子　様

制作者　安丸　イマヨ　様 制作者　楢橋　義子　様 制作者　中原　芳枝　様

５

事業所

しらさぎ苑

タイトル

夏の壁画

『あさがお市

にて』

作品説明

利用者様に夏らしさを感じて頂くために、多色の

絵の具でアジサイを制作しました。葉は折り目をつ

けて立体感を出し、弦は棒に巻き付けてクルクルに

なるように工夫しました。また、習字紙を染めるこ

とにより本物らしさを出し、すだれにあさがおを貼

ることで夏らしさを演出しました。

事業所 しらさぎ苑

タイトル 折り紙ブロック『きつね』

作品説明

折り紙で三角のパー

ツを450個制作し、組

み立ててきつねを完成

させました。三角の

パーツは簡単な折り方

で作れたので、入居者

様みんなで大量に制作

してもらい組み立てを

安丸イマヨ様にして頂

きました。三角パーツ

の折り方を説明し、

折って頂くことに苦労

しました。
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ることで夏らしさを演出しました。 タイトル 折り紙ブロック『きつね』

事業所

しらさぎ苑

タイトル

貼り絵

『かさじぞう』

作品説明

リハビリにて手先のリハビリや認知症予防を目的

に貼り絵の制作に至りました。さまざまな折り紙や

用紙を使用し本物らしさを演出する工夫を行いまし

た。また、お地蔵さんの手や傘を立体的にしました。

やる気や達成感を得られる声掛けにも配慮しました。
事業所 しらさぎ苑

タイトル 折り紙ブロック『白鳥』

作品説明

折り紙で三角の

パーツを390個制作

し、白鳥を制作しま

した。パーツは入居

者の皆様に大量に制

作してもらいました。

胴体や羽などはパー

ツを組み立てること

が難しかったです。

工夫したことは丸み

を出して白鳥の品格

を演出したところで

す。

事業所

しらさぎ苑

タイトル

藤の花

作品説明

お花紙で藤の花を制作しました。制作を行うにあ

たっては複雑な作業が難しい方もいらっしゃるため、

比較的簡単にできる藤の花を選びました。能力に応

じて作業をして頂くことで、沢山の入居者様に携

わって頂くことができました。また、大量につくる

ことで本物らしさや迫力をだしました。

事業所 しらさぎ苑

タイトル 貼り絵『七福神さまの迎春』

作品説明

高さが1ｍ程ある

大きいサイズの作品

となっています。そ

のために制作に1か

月以上かかりました。

パーツごとに分けて

皆様で取り組んで頂

きました。かなりの

色を使用しています

ので、色を考えなが

ら楽しみながら完成

させることができま

した。

作品説明

お花紙で桜の花を作

成し、新聞紙と画用

紙で木の幹を作りま

した。花は全部で

200個ほどあり、皆

様に制作に携わって

頂くために、定番の

お花紙を使用した形

にこだわりました。

そしてたくさん飾る

ことで迫力を出しま

した。

作品説明

星型の厚紙を使い、型をとってハサミを使用しさま

ざまな星を制作して頂きました。それを天の川に見

立てて、飾って頂きました。周りにも星を吊るし、

星空を表現しています。ハサミで切ることが難しい

方には、星形を取って頂き、能力に応じて役割分担

を考えながら制作しました。

事業所

しらさぎ苑

タイトル

春の壁画

『織姫と彦

星』

事業所 しらさぎ苑

タイトル 春の壁画『さくら』
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事業所 グループホームまつざきの宿（筑

後）

タイトル ２０２１

作品説明

眼の悪い入居者様でも、手先を使い一緒に参

加の出来る創作作品にしました。一生懸命に丸

めすぎて、指先が痛くなってしまう事もありま

事業所 グループホームまつざきの宿（筑前）

タイトル 「丑」

作品説明

入居者の方々に金の折り鶴を丁寧に折って頂き、

来年の干支「丑」の文字を作って頂きました。金の

折り鶴だけでは分かりづらいと入居者様から意見を

頂き、赤の折り鶴を加え素敵な「丑」ができました。

事業所 グループホームあずま野

タイトル さげもん

作品説明

鶴を折る際に、細かい手作業でなかなか折り進め

ないこともありましたが、入居者様９名と職員で力

を合わせて作成しました。ひな祭りの際に、飾ると

皆様、とても喜ばれてありました。

事業所 グループホームあずま野

タイトル マスク

作品説明

マスクを縫う作業が細かい作業ではありましたが、

昔縫物をされていたこともあり、入居者の皆様は慣

れた手つきで縫われていました。マスクが完成する

と、「できた」と笑顔で喜ばれる姿もありました。

事業所 ケアハウス小郡

タイトル 手芸会

作品説明

一つ一つ小さい球

を作り土台となる球

につけて一つの大き

な手鞠にしました。

大小の球、いろんな

色の球を使いかわい

らしい手鞠になりま

した。

小さい球は細かい作

業で手先が思う様に

動かず大変でした。

大きさや色を変える

など工夫し一つ一つ

違った手鞠に仕上げ

ました。

事業所

ケアハウス小郡

手工芸

作品説明

一人一人デザインを考えて刺し子をしました。糸

の配色を考えて出来上がりを想像しながら作りまし

た。この手芸会で初めて物作りをする人など年齢、

経験もバラバラな集まりです。できる方がお手伝い

をし手芸会皆さんで助け合って作り上げました。時

に指先に針が刺さり痛い思いをしたり完成まじかで

糸がもつれたり切れたりでやり直しながら完成しま

した。



                               はなそげ館 　 （０９４２）７５－２１９７

住宅型有料老人ホームエミナス（訪問介護） （０９４２）23－8881

フィットネスジム　　　　　　　　　　　　（0942）８０-８３７６

グラシエール美鈴（日常生活相談）（0942）８０-８３７４

小郡みすずの森保育園　            （0942）７５－５３１６

しらさぎ苑訪問リハビリテーション　（0942）７５－７２９１

しらさぎ苑訪問入浴サービス　　　 （0942）７５－７２９１

ライフレスキュー事業（本部）         （0942）７５－４１１３

ライフレスキュー事業（在宅）         （0942）７５－３４７６

デイサービスセンター　美鈴ヶ丘　　　（０９４２）７５－５３１２

デイサービスセンターふくせんの郷　 （０９４２）７３－６５２６

しらさぎ苑通所リハビリテーション　 　 （０９４２）７５－７２９１

グループホーム　美鈴ヶ丘　 　　 （０９４２）７５－３９０３

グループホーム　まつざきの宿　 （０９４２）７３－５５００

グループホーム　あずま野　　　  （０９４２）４２－６６１２

ふれあいの家　あずま野　　　　   （０９４２）７２－７５６８

入所・入居施設

地域密着サービス

介護老人福祉施設　三沢長生園　　 （０９４２）７５－０３４７

介護老人保健施設　しらさぎ苑　　　 （０９４２）７５－７２９１

軽費老人ホーム　ケアハウス小郡　  （０９４２）７５－５３１１

通所系サービス

公益的な取り組みに関する事業所

小郡市西地区地域包括支援センター（０９４２）６５-４１１８

その他の在宅サービス

ケアプランサービスしらさぎ苑　　　（０９４２）７５－３４７６

しらさぎ苑ライフケアサービス　　　（０９４２）７５－３４７６

発行 ： 社会福祉法人 長生会

http ://www.chouseikai.jp/
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〒838-0106 福岡県小郡市三沢字花聳881-1

ＴＥＬ（０９４２）７５－４１１３ ＦＡＸ（０９４２）７５－４１１５

広報担当：経営企画室 Ｅ-mail : chouseikai_20@chouseikai.org

求人ダイヤル ０１２０－１５４－２９４（イコーヨ フクシ）

事業所 グループホーム美鈴ヶ丘

タイトル 母の日、どら焼き作り

作品説明

手のひらサイズの生地をひっくり返す作業、出来

た生地にあんこを塗る作業に、「なかなか難し

ねー。」と、皆様笑顔で楽しまれました。出来上

がった作り立てのどら機きを食べられ、「おいし

かー。楽しかった。」と大満足でした！

季刊誌での作品展示会にあたって！

長生会の各事業所をご利用の皆様には「コロナ禍」にあって、やむなく、外出、面会の制

限等にご協力を頂いていますが、少しでも屋内で楽しく生活して頂けるように、作品制作等

を頑張って頂いております。

今回、毎年開催致しております作品展示会の代わりに、季刊誌にて皆様の作品をご紹介さ

せて頂きましたが、季刊誌の中でご紹介しきれなかった作品がまだまだ沢山ございます。

これからも職員一同力を合わせ、ご利用者様、ご家族様、地域の皆様方、関係各所の皆様方

のご協力を賜りながら、この難局を乗り切るべく一生懸命努力し、いつの日か皆様と一緒に

盛大な作品展示会を開催したいと考えております。その際には、今回紹介しきれなかった全

ての作品を展示させて頂きたいと考えておりまので、今後ともご支援、ご協力賜りますよう

お願い致します。

事業所 三沢長生園

タイトル お菓子作り・ようかん作り

作品説明

皆様と一緒に楽しくおやつを作りました。


