
平成25年10月5日（１） 長生会平成季刊誌（第７号）

Chouseikai  Quarterly 

秋号の内容 
 

○表紙（小さい秋み～つけた！）・・・・・・・・・・・・・・・P１      ○各施設の最近の出来事・・・・・・・・・・・・・・・P２～P５ 

○特集 「三沢長生園が完成するまで」第３回・・・P６    ○長生会ニュース （敬老祝賀会・職員旅行）・・・・・P７ 

○お知らせコーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P８ 

ＵＲＬ：http://www.chouseikai.jp/ 
ホームページでも楽しい記事が満載！ 

Social welfare service corporation Chouseikai 

 朝晩が随分涼しくなってきました。長生会の各施

設の周囲も徐々に秋の足音が聞こえる今日この頃で

すが、ご利用者の皆様には元気にお過ごし頂いてお

ります。 

下段写真：平成25年９月２１日撮影 「長生会施設周辺の様
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介護老人福祉施設 三沢長生園 

介護老人保健施設 しらさぎ苑 

軽費老人ホーム ケアハウス小郡 

Social welfare service corporation Chouseikai 

８月２０日 
しらさぎ苑 夏祭り 

７月３１日 

７月１８日 
平岡学園の皆様による慰問 
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グループホーム 美鈴ヶ丘 

グループホーム まつざきの宿 

ふれあいの家 あずま野 
 ８月２８日におやつ作りを行い
ました。 
久しぶりに料理をする方もいらっ
しゃいましたが、皆様さすが！ 
「昔取った杵柄」で…今、流行り
のパンケーキを手際よく作られま
した♪ 
あんこと生クリームをふっくらし
たパンケーキではさんで、ボ
リュームたっぷりになりました。 
みなさん、美味しそうに召し上が
られていました。 

9月16日 
職員よりお祝いの気持ち
を込めて、敬老祝賀会を
執り行いました。 

職員の出し物やいつもよりもちょっぴり
豪華なお食事に、皆様ご満悦でした。 
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デイサービスセンター 花聳の里 

デイサービスセンター 美鈴ヶ丘 

デイサービスセンター ふくせんの郷 

Social welfare service corporation Chouseikai 

 ７月～８月にかけて、人事異動や新規採用により新しい職員が増えまし
たので、紹介させて頂きます。 

 チームをまとめて 
頑張ります！ 

 安全運転で頑張
ります！ 
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しらさぎ苑 デイケア 

在宅福祉センター  

 ８月からケアプランサービスしらさぎ
苑でケアマネジャーとして勤務していま
す。以前は小規模多機能型居宅介護 ふ
れあいの家あずま野にて管理者をしてい
ました。笑顔をモットーに利用者様が安
心して在宅生活が送れるようにご支援さ
せて頂きます。                                    
プライベートでは今年７月に結婚し、休
みの日は愛する妻とサニーやマルキョウ
やルミエールや西鉄ストア等のメジャー
スーパーに買い物に行き、心からの明る
い笑顔で人混みをかき分けながらショッ
ピングカートを文句も言わず押しており
ます。見かけた際は声をかけて下さい。 

どうぞよろしくお願いします。 

Social welfare service corporation Chouseikai Social welfare service corporation Chouseikai 

ケアプランサービス しらさぎ苑 

 急速に超高齢社会が進んでいる我が国において、
介護に携わる職員の確保は国の存亡にも関わる
重大な課題ですが、介護業務の厳しい労働環境
の中で、若者の介護職88118511離れが顕著
となっています。 
 このような状況の中で当法人は多くの若者に
介護職や高齢者福祉に興味を持ってもらい、や
る気のある人材を発掘し、福祉のプロとして育
成していく事を目指しています。 
 その取り組みの一環として、去る平成25年8
月9日に春日市のクローバープラザにて開催され
ました、就職フェアに参加致しました。今年も
多くの学生さんに長生会に興味を持って頂き、
面談をさせて頂く事ができました。来春一緒に
働ける事が楽しみです。 

福祉のしごと就職フェア 参加 

新職員紹介 

名前：才所 孝史   
職種：ケアマネージャー  

 今年も10月27日(日)にあすてらす
フェスタが開催されます。在宅介護支
援センターも今回で3回目の参加とな
り、小郡市介護保険課や小郡市社会福
祉協議会と協力し介護教室の開催や高
齢者疑似体験等を行っています。 
毎回、50名程度の市民の皆様にご参
加いただき、感謝致しております。少
しでも介護に興味を持っていただきた
いと今回も微力ながら頑張らせていた
だきます。みなさまの参加をお待ち致
しております。 

在宅介護支援センター 
お知らせ 



ここで大切なポイント！

　

試　験　練

コンクリート受け入れ検査

コンクリートの打設を行う際には、試験練の際と同様に
スランプ、空気量、コンクリート温度、気温、塩分量　を
チェックします。　また、150ｍ3毎に、強度試験体を採種
して随時試験を行い、しっかりとしたコンクリートが使用
されているか確実に検査を行って頂いています。

その１
工場の様子や材料の保管状
況等を確認する。

その２
試験体となる材料を正確に
計測し、配合割合を確認す
る。

その３
ミキサーに材料を投入し数分
間混ぜながら練る。

その４
スランプ試験器具にコンク
リートを入れ、空洞ができな
いように詰め込む。

　
せっかく試験で強
度を確認しても、
実際に使用する
コンクリートの配
合が間違ってい
てはなんにもなり
ません。
そこで・・・

その６
最後に試験体を作成し、後に
養生期間に応じた圧縮強度
試験を行い、どの程度の圧
力まで破壊されることなく強
度を維持できるかのテストを
行う。

その５
スランプ試験器具をゆっくり
引き抜き、出来上がったコン
クリートの試験体の高さや温
度、塩分量等を測定すると同
時に、エアメーターを使用し
空気量も測定する。

50%0% 100%

10月１日現在　工事進捗状況
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 今回の三沢長生園の基本構造は鉄筋コンクリート造ですが、躯体は杭と鉄筋とコンクリートで支持し

ているといえるでしょう。それだけに建物の強度にとって最も重要な部材の一つ「コンクリート」にス

ポットをあてて解説致します。 

第３回 
 ～ コンクリート ～ 

 そもそもコンクリートって？ モルタル？ セメント？ 
 セメントとは骨材を結合する材料等として建築で頻繁に使われる灰色の粉末ですが、セメント協会の資
料によると日本では70％がクリンカ（石灰石と粘土を混ぜて焼いたもの）と石膏を混ぜて作る「普通ポル
トランドセメント」というセメントが使用されているようで、簡単にいうとそのセメントと砂を混ぜて水で練り
上げたものをモルタルといい、セメントと砂に加え砂利を一定の割合で混ぜ、水で練って強度を増したも
のがコンクリートというようです。ビル等の建築では使用する場所の必要強度や仕上げ方法により使い分
けているようです。 

 ここで最も重要なことが、コンクリートを作る際の材料の配合です。簡単にいうと水が多すぎるとビチャビチャの柔

らかいコンクリートになり、少なすぎるとネバネバになります。これが建物の強度を決める為、セメント、砂、砂利、

水等の配合は建築工程の中で最も気を配るポイントの一つともいえるでしょう。 

 では配合はどのように確認するのでしょう？ 

 先ず、コンクリートは工場で事前に配合され、生コン車で運んで来ますが、どの様に配合するか事前に試験をし

ておく必要があります。それが「試験練」です。 

今回の建設においても平成25年5月に入念な試験を実施致しました。 

Social welfare service corporation Chouseikai 
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 平成25年9月14日 三沢長生園  

敬老祝賀会を執り行いました！ 
 

式典の部では「内閣総理大臣」「福岡県知事」

「小郡市長」からの御祝状の贈呈に続き、ご来賓

の皆様より温かいご祝辞を頂戴致しました。また、

謝辞では入所者を代表して牟田様が「これからも

元気に長生きします」と力強くおっしゃられまし

た。 
 アトラクションの部では 児童劇団「つばさ」
の皆様による歌や職員による踊り等が披露され、
皆様とご一緒に楽しいひと時を過ごすことができ
ました。 
  
＜ご来賓紹介＞ 
小郡市長 平安 正知 様 
衆議院議員 鳩山 邦夫 様 
福岡県議会議員 井上 忠敏 様 
小郡市議会議長 吉塚 邦之 様 
小郡市社会福祉協議会会長 石田 久治 様 
他56名もの大勢のご来賓の方々にご出席を 
賜りました。 

ケービレッジ 取材 

児童劇団「つばさ」 

 長生会では「職員同士や事業所間の交流を通し、様々な情報交換を行い、明日への就業意欲を高め、業務の

活性化や新しいアイデアの発案を促すこと」を目的とし毎年１回職員互助会主催の旅行を行っています。 
 今年は 広島（宮島）１泊２日の旅行を企画し、１．２班は9月に旅行を終え、３．４班は10月に旅行を行う
予定です。身も心もリフレッシュして、より一層皆様に喜んで頂けるサービス提供を目指して頑張ります！ 

先ずは「パラマウントベッド」にてお勉強! 

一路「宮島」へ 

戦争の悲惨さ、平和の尊さを痛感しました！ 

夜は楽しく宴会！ 

名物「穴子丼」 

広島といえばやっぱりこれ・・・ 

皆様、本当にありがとうございました！ 



  　　　<入所・入居施設>

  　　　<グループホーム・小規模多機能>

 　　　 <通所サービス>

　　○デイサービスセンター　花聳の里

　　○デイサービスセンター　美鈴ヶ丘

　　○デイサービスセンターふくせんの郷

　　○しらさぎ苑　デイケア

  　　　<その他の在宅サービス>

　　○ケアプランサービスしらさぎ苑

  　　　<関連事業>

　　　　　ふれあいの家　あずま野
    （０９４２）７２－７５６８

    （０９４２）７５－５３１１

　　○グループホーム　まつざきの宿
    （０９４２）７３－５５００

　　○小規模多機能型居宅介護

　　○軽費老人ホーム　ケアハウス小郡

　　○グループホーム　美鈴ヶ丘
    （０９４２）７５－３９０３

（０９４２）７５－２６１７

    （０９４２）７５－７２９１

　　○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）７５－２１９７

    （０９４２）７５－５３１２

    （０９４２）７３－６５２６

    （０９４２）７５－７２９１

    （０９４２）７５－２１９７（ＤＳ花聳の里）

　　○小郡市しらさぎ苑在宅介護支援ｾﾝﾀｰ

　　○しらさぎ苑ライフケアサービス
　　○しらさぎ苑訪問入浴サービス

    （０９４２）７５－３４７６

　　○小郡市交流ｾﾝﾀｰ生きがい支援通所事業
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 工事現場出入口付近は、大
型重機や工事関係者の出入
りにより混雑することがありま
す。大変ご迷惑をお掛け致し
ますが、通行の際は充分ご注
意下さい！ 
  
工事に関するお問い合わせ先 

戸田建設工事作業所                

（0942）75－8362 

三沢長生園建替工事中！ 

Social welfare service corporation Chouseikai Social welfare service corporation Chouseikai 


