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                                                        平成30年11月6日（火）午後1時 

                                                    30分頃、老健西濃様より、高齢者 

作品展へ来苑されました。今年の老健西濃様の作品はちぎり 

絵3点です。たいへん迫力ある素晴らしい作品でした。「老健西 

濃さんの作品、素晴らしいですね」とお伝えすると、「そうでしょ 

う！」と答えていただけました。「細かい作業が好きな方がおみ 

えになるのですよ」と、職員さんが教えて下さいました。友和苑 

の職員より「下絵はどなたが描かれたのですか？」と質問する 

と、3点とも違う職員 

さんが描かれたとい 

うことでした。特に鶴 

のちぎり絵は額に入 

れてあり、いっそう素 

晴らしくみえました。 

高齢者作品展 
    平成３０年１１月３日（土）～８日（木） 友和苑地域交流室において 

高齢者作品展を開催しました。 

    今年度は、老人保健施設西濃 様、老人保健施設サットヴァの園 

様、特別養護老人ホーム大垣市くすのき苑様も作品を展示してい 

ただけました。 

    期間中は、家族様や利用者様、他施設の利用者様など多くの方 

にご観覧いただき誠にありがとうございました。  地域交流室で行った高齢者作品展 

  力作の作品展 

    １１月７日（水）午後２時はくすのき苑 

様より作品展の見学に来られました。「あなたの机の前に

座ってる人じゃない？」と、知っている方の名前を見つけ 

て楽しそうに会話されています。作品の前で記念撮影。 

「私は塗り絵を２年で１６冊やったわ！」と教えて下さる方 

は、自らの作品を見て「上手に塗ってあるね」と笑顔でし 

た。 また、他の方の 

作品をみながら、 

「昔、田んぼが 

あったから、この 

機械なつかしい 

わ。足で踏んで 

ねぇ。」と説明も 

してくださいまし 

た。同じ世代の 

方の作品を見られてどうですか？と質問する 

と、「みなさん素晴らしいです。頑張ります。」 

と答えて下さいました。腰が痛いから毎日と 

いうわけにはいかないので、調子が良い日に 

取り組まれるそうです。２日間とも質問された 

ことは、「こういう企画は職員さんがされるの 

ですか？たいへんですね」という内容でした。 

「入所されている方も一緒に考えるのですか」 

という質問もありました。「同年代の方ががん 

ばっているから、私も！」というご感想は、とて 

も嬉しいです。ぜひ、多くの方に見ていただけ 

ると良いですね。来年も、皆様の作品をお待 

ちしています。皆様ありがとうございました。 

ようこそ！ 

老人保健施設西濃の皆様 

大垣市くすのき苑の皆様 
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友和苑ホームページ 

には求人情報も掲載 

されています。 

ケアハウス 10月25日（木） 

毎月楽しみにしているカラオケ 

教室で、今回は新しい入居者 

の方が初参加 ！実はカラオケ 

経験者とのうわさが！ 実際歌 

ってもらったら、とても上手で皆 

さん驚いていました ケアハウス 

の入居者は歌に自信のある方 

も何名かみえますが、 また新人 

が加わり、カラオケブームに火 

が付きそうです  

    10月29日（月）ケアハウスの秋の食 

事会 は、大垣市外野にある「美濃の郷」 

で行われました。入居者17名と職員 

3名で参加人数も多く、とても賑やかでした。今回のメニューは「 鯛 

めし御膳セット」でした。皆さん笑顔で召し上がられ、ほとんどの方 

                                                                                    が完食でした。男性もみ 

                                                                                    えましたが、完全に女子 

                                                                                   会の乗りで美味しいもの 

                                                                                    を食べながら話が弾みま 

                                                                                    した。食べ終わってすぐ 

                                                                                    でしたが「次回は鰻か刺 

                                                                                    身がいいわね」とリクエス 

                                                                                     トがありました。今後も入 

                                                                                    居者様のリクエストが叶え 

                                                                                    られるように検討させてい 

                                                                                    ただきます。（職員談）  

    11月15日（木）14時00分に日新 

小学校4年生の子供たちが、ふれ 

あい体験に来てくださいました。 

    ４つのグループに分かれてそれ 

ぞれが作ってきたゲームで一緒に 

遊びました。 

Ａグループは”魚釣りゲーム”。釣 

竿を上手に動かしヒョイっと釣り上 

げる利用者がいらっしゃいました。「釣れたー！」ととても喜んで 

みえました。 

Ｂグループは”爆弾ゲーム”音楽が流れている間隣の人にボー 

ルを渡していき、止まった時にボールを持っていた人がクイズに 

答えます。「簡単やわ」とすぐに答える方が何人もみえました。 

Ｃグループは”ビンゴゲーム”。 

自分の紙に該当する数字がある 

と「あったー！」と声をあげ、ない 

と「ないわ～」と残念がってみえま 

した。 

Ｄグループは”福笑い”。アイマス 

クをして、子供たちが渡してくれる 

顔のパーツをここだ！と思うところ 

に貼っていきました。出来上がったものを隣どおし「あんたのよ 

うできとるね～」と見せ合いっこして和気藹々としていました。 

子供たちの元気な姿を眺めている入所者や利用者の方の表 

情はとても嬉しそうでした。 

時 
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点です。たいへん迫力ある素晴らしい作品でした。「老健西 

濃さんの作品、素晴らしいですね」とお伝えすると、「そうでしょ 

う！」と答えていただけました。「細かい作業が好きな方がおみ 

えになるのですよ」と、職員さんが教えて下さいました。友和苑 
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ばっているから、私も！」というご感想は、とて 

も嬉しいです。ぜひ、多くの方に見ていただけ 

何と歳の差９１歳の交流 

日新小4年生 

福笑いを見せ合う利用者様 

一緒にゲームを楽しむ利用者様 

鯛めし御膳セット 

楽
し
い
時
間
で
し
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「美濃の郷」での食事風景 
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げる利用者がいらっしゃいました。「釣れたー！」ととても喜んで 

は”爆弾ゲーム”音楽が流れている間隣の人にボー 

ルを渡していき、止まった時にボールを持っていた人がクイズに 

答えます。「簡単やわ」とすぐに答える方が何人もみえました。 

に貼っていきました。出来上がったものを隣どおし「あんたのよ 

    11月16日（金）13：30よりデイサービスでは 

書初めの練習会がありました。毎年デイサー 

ビスではお正月に書初めを行っております。 

本番で上手な習字が書けるようにするための 

練習会です。半紙に書く前にまず新聞紙の上 

で練習します。利用者様がご自分の字に満足 

できたら半紙に書い 

てみえました。筆を 

持つ時の利用者様 

の表情は真剣その 

ものでした。利用者 

様の字はとても達筆 

で職員も驚いていま 

した。本番の書初め 

会がとても楽しみです。 

 

    平成３０年１１月１７日（土）午後１時１５分より地域交流室 

におきましてベルカンパニー様によるハンドベル演奏会が 

行われました。会場には特養、ケアハウス、デイサービス、 

グループホームの方が来てくださいました。 ベルカンパニ 

ー様は今回で３度目の来苑です。ミュージックベル、ウクレ 

レ、オカリナ、鍵盤ハーモニカそして打楽器を用いての演奏 

でした。 まず１曲目はミュージックベルによる『海』が披露されました。その後、

ショパンの『プレリュード』や『天国と地獄』のようなクラシック曲や群馬 

県の民謡『八木節』や『ふるさと』のような日本の曲まで幅広く披露さ 

れました。『ふるさと』は、前回の演奏会でリクエストがあったそうで、 

練習してきてくださったそうです。知っている曲は皆様と合唱や手拍 

子がいっぱいでした。 

    この日初めてミュージックベルを見 

る方もみえて、自分から「楽器の名前 

はなんというのですか？」と積極的に 

質問されていました。『天国と地獄』の 

演奏前には「運動会で 

よく聞く曲ですね。（ミュ 

ージックベルが並んで 

いる）机の上も運動会みたいになっています」と慌た 

だしい演奏者の動きを明るく表現してくださいました。 

しゃがんだ姿勢から立ち上がりながら演奏される姿 

もあり、見ていても新鮮でした。 

演奏会終了後先生に質問させてもらうと、音量や強 

弱に変化をつけるために姿勢に変化をつけながら演 

奏することは有効だそうです。演奏曲をどんどん深め 

ていくために工夫されていらっしゃいます。ベルカンパ 

ニー９名の皆様ありがとうございます。次回の演奏会 

        も楽しみにしています！ 

オカリナの演奏 

ハンドベルの演奏 

来年に向けて 
ベルカンパニーの皆様 

一生懸命練習をしました 
在宅での介護に関して 
  悩みのある方 

  困っておられる方 

お気軽に 

    ご相談下さい 
４人のケアマネジャーが 

  きめ細やかに対応いたします 

友和苑在宅介護支援センター 

          TEL  ８８－２５２２ 

くすのき苑  様 

老健 西濃   様 

サット 

ヴァの園  様 

高齢者作品展にご協力 

    ありがとうございました。 

大垣市くすのき苑様   老健西濃 様  サットヴァの園様 



日 曜日 日 曜日

習字教室 13：30～

習字教室 13：30～ 喫茶ともがき 10：00～

ハンドマッサージ 13：30～

喫茶ともがき 10：00～ オレンジカフェ 9：30～

青い鳥（デイサービス）アレンジフラワー教室 13：30～ アンサンブル野の花 13：30～

オレンジカフェ 9：30～

澪佳の会歌謡ショー 13：30～

売店 10：30～

友近８９０ （やっくん）歌＆書道ライブ 13：30～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り運動協議会 9：15～

ケアハウス大掃除 10：00～

特別養護老人ホーム大掃除 13：30～

笑いヨガ 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

チームメモリア（クリスマス会） 13：30～

喫茶ともがき 10：00～ オレンジカフェ 9：30～

オレンジカフェ 9：30～ 傾聴ボランティア 10：00～

カラオケ教室

売店 10：30～

売店 10：30～

大晦日

行　事　予　定 行　事　予　定

1 土 16 日

2 日 17 月

3 月 18 火

4 火 19 水

5 水 20 木

6 木 21 金

7 金 22 土

8 土 23 日

9 日 24 月

10 月 25 火

11 火 26 水

12 水 27 木

13 木 28 金

31 月

14 金 29 土

15 土 30 日

4

１２月・・   ４日（火）１３日（木） 
  １月・・   ９日（水）１７日（木） 

施設内の掃除、レクリエーションなど 
定期ボランティアを募集しています。 

お気軽に施設までご相談下さい。 

      ☎８８－１５６７（岩間） 

まず１曲目はミュージックベルによる『海』が披露されました。その後、

ショパンの『プレリュード』や『天国と地獄』のようなクラシック曲や群馬 

県の民謡『八木節』や『ふるさと』のような日本の曲まで幅広く披露さ 

れました。『ふるさと』は、前回の演奏会でリクエストがあったそうで、 

練習してきてくださったそうです。知っている曲は皆様と合唱や手拍 

 

 

ていくために工夫されていらっしゃいます。ベルカンパ 

 

お 願 い 
  友和苑では、入所者様に楽しんでいただくために12月 

の下旬に施設内にイルミネーションを飾っています。 

   もし、使用していないイルミネーション等がありまし 

たらご寄贈しただけないでしょうか。 

   ご協力いただけます場合は、友和苑事務所まで 

ご持参いただければ幸いです。 

   ご協力をよろしくお願いします。 

                                                                 総務課長  吉岡 


