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八坂神社へ初詣

 新人職員紹介

秋真っ盛り、住宅通信vol.13(令和３年１０月号)の発行となり
ました。住宅通信は、ヘルスケアホーム湯川で実施された
行事やその他情報をお知らせする広報誌でございます。半
年に一回のペースで発行させて頂いております。
さて、皆様はこの半年を振り返ってみて、何を思い出される
でしょうか？
今年の大きなニュースと言えば、東京オリンピック・パラリン
ピックが開催されたことが挙げられます。しかしながら、やは
り新型コロナ関連のニュースも気になるところではないでしょ
うか。
ワクチンの接種は少しづつ進んでおりますが、以前の生活
に戻る時期は、いつになるのかわからないのが現状です。
当然、施設全体を使った大規模な行事、夏祭り等は、未だ
開催することができていません。また大規模な行事を、この
誌上で紹介できる日を信じて、今回の挨拶とさせて頂きま
す。
では、住宅通信vol.13をお楽しみ下さい。

…P.12～１３



　　　　↑　しかし、４月の緊急事態宣言が解除された隙間を狙って、遅い初詣を実施しました！！

　　　　　↑　令和３年１月時点の八坂神社…。手水舎がベニヤ板で封鎖されていました。
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4月 八坂神社へ初詣

ヘルスケアホーム湯

川では、毎年１月に

定番の行事として、

初詣を実施しており

ました。

しかし、今年は新型

コロナの流行のため、

１月の初詣は中止と

なりました。

換気も消毒も

しっかりと

してますネ！
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　↑　久々の外出は楽しかったわ。さあ、帰ろう。

←大吉！！

←鯛を釣竿で釣るタイプのおみくじもあったよ。

　↑　健康な日々を過ごせます様に…・。

↑　おみくじを引きました。

　　　↑　銅像もマスクをつけていました。



　　　　　　　　

～おまけ～

↑　足立山から降り注ぐ桜の花ビラ。
　　　　↑　赤白黄色～♪　♪
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４月 春の風景

５月 ふれあい健康セミナー

玄関前には、プランターを並べて

います。

時期によって植えている植物が違

いますので、玄関前で少しでも季

節を感じて頂ければと思います。

今回の写真は、春に咲いていた

チューリップです。

湯川市民センターにて、上級終

活カウンセラーでもある馬場部

長による「コロナ禍での終活を

考える」を

テーマにしての講義を行いまし

た。
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↑　当日のお昼は、人気のチラシ
寿司でした。デザートに緋鯉を模し
た和菓子も提供されました。

５月 菖蒲湯

定期的に実施する温泉イベントで

す。

テーマに合わせた入浴剤を配布す

ることもあるのですが、この日は

【端午の節句】でしたので、入浴さ

れる方に菖蒲をお配りしました。
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　↑　１Fがワクチン接種会場になる予定でしたので、今年は上層階（5階）に設置しました。

←↑　皆さんに書いて頂いた短冊
です。願いが叶うといいですネ。

７月 七夕
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８月 管理栄養士による嗜好調査

ヘルスケアホーム湯川で提供

されるメニューを考えてくれて

いるのが、同じグループ企業

である北進産業の管理栄養士

さんです。

皆様に満足して頂けるようにと、

食事についての聞き取りを実

施しました。

今回は九州栄養福祉大学

の学生さんも実習として来ら

れており、共に嗜好調査を

頑張っておられました。

お若い方がお話相手になっ

てくれたことで、入居者の皆

様が笑顔になっていた気が

します。

実を言いますと、この嗜好調査で

すが、以前は頻繁に行われてい

ました。

新型コロナの感染対策が理由で

はあるのですが、栄養士さんが

施設内に立ち入る回数が減った

ため、嗜好調査も珍しい風景に

感じます。また来て下さいネ！



　↑　湯川病院の防災担当者が来られました。
　　　　　土砂災害訓練についての貴重な意見交換。

　　　↑　通報装置の使い方を学ぶ。

　　↑　玄関を塞いで！土砂が来ます！

　　　　↑　車椅子での迅速な避難を目指す。

7

８月 消防訓練 土砂災害訓練

今年は、熱海市伊豆山土砂災

害・令和３年８月豪雨と、土砂

災害が続きました。ヘルスケア

ホーム湯川も足立山の麓にあ

りますので他人事ではありま

せん。今回は消防訓練の他に、

土砂災害訓練も実施しました。
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自治体活動で表彰されました。

コロナワクチン職域接種が終了。

自治会活動応援事業者として、北九州市より表彰され

ました。有り難いことです。

近頃は新型コロナの影響で、町内のイベントも中止に

なることが多く、町内の組長さん達が苦労されている様

子も窺えます。これからも町内の活動には、協力をさせ

て頂きたいと思っております。

令和３年７月、ヘルスケアホーム湯川では、新型コロナワクチンの職

域接種が行われました。

準備は念入りに行われ、当日も各所に細かく職員を配置しての実施

でした。家族様にも出来る限り、付き添いをお願いしました。その他、

沢山の方に協力をして頂きました。

おかげさまで、事故や重篤な副反応もなく、無事に２回のワクチン接

種が終了しました。この場を借りて、ご報告とお礼をさせて頂きます。
あと余談ですが、接種会場の裏側ではミスのないようにと、ピリピリしてま

して、広報用の写真を撮影するのにも躊躇しておりました。というわけで、

ワクチン接種の時の写真がないのです。申し訳ありません。

新型コロナで暗いニュースが多い中、おめ

でたいニュースもありました。

八谷看護師が古希を迎えました。

いくつになっても、社会のために、明るく働

く姿は、私達にとっても人生の目標になっ

ています。素晴らしいと思います。

経験も豊富で頼りになる看護師さんです。

スマホも使いこなしています！

祝！八谷看護師！
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「安部山」の由来

ヘルスケアホーム湯川の最寄駅である「安部山公園駅」。その名前の

由来となっている「安部山公園」。この公園名の「安部」が何に由来す

るか、ご存知でしょうか？

『角川日本地名大辞典』の「安部山」の箇所には、「農事功労者安部

熊之輔（あべ くまのすけ）を記念する安部山公園による」と記されて

います。この安部熊之輔なる人物について少しお話させていただきます。

安部熊之輔は文久元年（１８６２年）、長浜浦（現在の小倉北区長浜

町）で生まれました。生家は当地の庄屋であった岩松家で、

安部山公園入口
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祖父には、ちょうどこの頃から響灘の海上交通のために私財を投じて小

倉沖に白洲灯台の建築を志した岩松助左衛門（いわまつ すけざえも

ん）がいました。

明治１０年（１８７７年）、熊之輔は最新の技術を学ぶために東京に

出ます。当初は製缶工場で働いており、工業の道を志していましたが、

その学びの合間に旅行した山梨県にてブドウの栽培が盛んにされている

のを見た熊之輔は、一転して果樹栽培の道を志します。

数多くある果樹の中で熊之輔が目をつけたのはミカンの栽培でした。

背景には明治時代になり、輸出などでミカンの需要が増えて行ったこと

が挙げられます。

熊之輔は明治１８年（１８８５年）に故郷に戻り、企救郡西谷村高野

（現在の小倉南区高野）の庄屋である安部家に養子に入ります。そして

明治２２年（１８８９年）、遠賀郡戸畑町中原（現在の戸畑区中原）に

果樹園を設けますが、土地が合わなかったのか経営不振に陥ります。

この状況を打開するために果樹園を移したのが足立山麓の湯川の地、

つまり今の安部山付近でした。最初に果樹園を設けた時からさらに１６

年を経た明治３８年（１９０５年）のことです。

この果樹園は農業技術を広める意図により一般に公開されていました

が、さらに熊之輔はこの果樹園を公園に発展させようと計画し、開園当

初から桜の植樹を行っています。

熊之輔はこの間も果樹栽培の技術を教え学ぶべく台湾やアメリカに渡

航し、その成果を『日本の蜜柑』という書物にまとめています。

大正年間に入ると、熊之輔の活動は農業を超え、北九州地区の政治、

産業にまで広がります。
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安部山の桜並木を
作った人なんですね。
地名の由来にもなって
いて、凄い人ですね。

　　　　和気清麻呂

安部熊之輔翁頌徳碑

（安部山公園内にて撮影）

小倉鉄道（後のJR日田彦山線）

や小倉電気軌道（後の西鉄北方線、

現在では北九州モノレールが走っ

ています）の設立に係わり、さら

に大正４年（１９１５年）には衆

議院選挙に立候補し、当選してい

ます。

名実共に北九州地区を代表する人

物となった熊之輔は、大正１４年

（１９２５年）に６３歳で亡くな

ります。

その功績を称えられ、昭和３年

（１９２８年）に果樹園内に熊之輔の頌徳碑が建立されました。この頃に

は植樹した桜も花をつけ、熊之輔が企図した通りの公園になっていました。

ヘルスケアホーム湯川から足立山麓を眺める時、安部山公園を訪れる際

には、果樹栽培に、長じては北九州地区の産業振興に尽力した安部熊之輔

という人物がいたことを思い出して頂ければ幸いです。
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新人職員紹介

名前 りんぜい あやこ

リンゼイ亜矢子

○趣味・特技
資格を取得すること

○好きなスポーツ
バドミントン

○最近していること
断捨離をしています。

ここに勤め始めて休日が増えたの

で、TOEICと日本語教育の試験勉

強を始めました。

名前 まつお たけし

松尾 武士
○趣味・特技
魚釣り

○好きなスポーツ
水泳

○最近していること
地域活動で消防団に所属していま

す。その為、体力作りとして近く

の貯水池に歩きに行っています。
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～サ高住ブログの宣伝です。～

北九州ヘルスケアサービス ホームページ

https://www.kitakyushu-hcs.co.jp/ 

名前 すえなが ひろむ

末永 空夢
○趣味・特技
読書

○好きなスポーツ
野球

○最近始めたこと
１０年ほど別の土地にいまして、

最近北九州に戻ってきたので、土

地勘を取り戻すのも兼ねて自宅周

辺を散歩しています。

ヘルスケアホーム湯川では、ブ

ログにて情報を発信しています。

サービス付き高齢者向け住宅

は施設によって特色が大きく違

います。

当施設への入所・入職を検討さ

れている方は、是非ともご覧下

さい。



住宅通信 Vol.13は

お楽しみ頂けたでしょうか。

前年度に引き続き、お食事で皆様に喜んで頂けるよ

うに、行事食に力を入れております。

ご満足頂けていると幸いです。

未だコロナの終息は見えない状況ではございますが、

来年度こそ、ご入居者様と町内や地域の皆様に喜ん

で頂けるイベントが開催できる状況になることを心

待ちにしております。

ヘルスケアホーム湯川では現在までご入居者様、ご

家族様、職員ともコロナ感染者が出ておりません。

皆様のご協力あってのことだと思います。

職員一同、心より感謝を申し上げます。

今後とも、皆様にご満足いただけるように取り組ん

でまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

令和３年１０月吉日

安
部
山
公
園
の
桜


