
　　　　　　

 

　

1

第１８１号   平成３０年６月１日 

発行・編集     
社会福祉法人 麋城会 友和苑 
発行責任者   施設長  村田 務 

     〒503-0962          

大垣市入方3丁目70番地の１ 
TEL : 0584-88-1567 

mail : yuuwaen@wonder.ocn.ne.jp 

   URL:http://www.yuuwaen.jp/ 

     

    平成３０年４月２２日（日） 

午前９時３０分、１階食堂に 

神楽軕が来てくださいました。 

    特養、デイサービス、ショー 

トステイ、ケアハウス、グルー 

プホームの皆様が会場に集ま 

ってくださいました。 

    中町の皆様の御協力により、 

八幡神社の巫女お市さんと山 

伏の人形神楽とお囃子を実演 

してくださいます。神楽軕の人 

形の実物の大きさは想、像よ 

り大きかったです。近くで見る 

お市さんの顔立ちは大変美し 

    

による和太鼓演奏会が開かれました。

い法被を着たかわいい４歳児が先生の合

図とともに力強く演奏すると

な拍手をしていました。

洋太鼓演奏ではスティックさばきも軽やかに初夏らしい演奏を見せてくれました

                                                                           

                                                                           

                                                                          

                                                                           

                                                                            

                                                                            

                                                                             

                                                                             

    ５月１２日（土）１０：００頃より大 

垣祭りへ外出してきました。この 

日はとてもお天気が良く外出日和 

の一日でした。平成２８年にはユ 

ネスコ無形文化遺産登録された 

大垣祭り、とても多くの人で賑わ 

っていました。利用者様と職員で 

大垣八幡神社の周辺を練り歩き、 

山車行事などを見ることができま 

した。昔懐かしい綿あめを買い利用者様はとても満足されていま 

した。また、来年の大垣祭りへの外出もとても楽しみですね。 

大垣祭り 

祭囃子を演奏する中町の皆様 

く、鈴の音が食堂に響いていました。また、

山伏の祈祷や清めの舞は、動きに緩急があ

り迫力がありました。たいへん近くでじっくり

見させていただくことが出来て感動しまし

た。その後、会場の皆様にお囃子の太鼓を

実際に叩かせてくださいました。嬉しそうに

叩いてくださいます。いい音が出ている方も

あり、大変満足そうな表情をしてくださいまし

た。最後に代表の児玉様より謡いを披露し

てくださいました。高砂の最後の部分『千秋

楽』です。とても素晴らしかったです。中町の

皆様ご来苑ありがとうございました。 

神楽軕  山伏 

神楽軕 巫女お市 

太鼓を叩く利用者様 

お土産を持って記念撮影 

友和苑 南庭園にある茶室 

「麋城庵」です。デイサービ 

スの利用者がランチをした 

り、グループホームの運営 

推進会議を行ったり活用し 

ています。毎週水曜日（９時 

３０分～１２時３０分）に認知 

症カフェを行っていますので 

お気軽にお立ち寄り下さい 

感   動 
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    ５月１７日 午後 木戸保育園の園児たち 

による和太鼓演奏会が開かれました。 青 

い法被を着たかわいい４歳児が先生の合 

図とともに力強く演奏すると 利用者は大き 

な拍手をしていました。 次に５歳児による 

洋太鼓演奏ではスティックさばきも軽やかに初夏らしい演奏を見せてくれました 。利用者様から 

                                                                           「高原列車は行く」の音楽に合わせて踊りをプレゼント。 

                                                                            園児たちから手づくりの鯉のぼりを手渡しでいただくと、 

                                                                          「上手につくったね」「ありがとうね、部屋に飾ります」 と 

                                                                           大変喜んでいました 。「うちの孫かと思ったわ」と赤い 

                                                                            ベレー帽をかぶった園児の手を握り「かわいいね～」 

                                                                            を連発！園児と一緒に手や体を動かしながら歌った 

                                                                             利用者は そのかわいい姿に終始目を細めていまし 

                                                                             た。来年も元気な姿を見せに来てほしいですね 。 

    ５月１５日（火）１３時３０分より、毎 

月1回のアレンジフラワー教室が行わ 

れました。講師の先生がいろんな種類の花を用意 

して下さるので、それぞれに配られた花を思い思い 

に生けていきます。一つ挿しては考え、時には職員に「どう？」と尋ねながら色彩や長さのバラ 

ンスをみながら挿していきます。360度どこから見ても花が見えるように丸く生ける方、高さを出 

して生ける方もおられ、個性が出てい 

ました。「上手にできた～」と拍手して 

喜ぶ姿をみると、こちらも嬉しくなりま 

す。次回はどんなお花がくるか楽しみ 

ですね。 

した。昔懐かしい綿あめを買い利用者様はとても満足されていま 

    ５月１９日（土）１０：００よりグループ 

ホームの運営推進会議を行いました。 

今回は、趣向を変えて茶室にて行いま 

した。運営推進会議は２ヶ月に１回開 

演奏会 

和太鼓を演奏する４歳の園児様 

洋太鼓を演奏する５歳の園児様 笑
顔
 

皆さんすばらしい 

笑顔です 

アレンジフラワーを 

楽しむ利用者様 

催しています。地域の代表者の方や 

行政の方、グループホームの管理者 

等が参加しグループホームともがき 

の現状や運営等について話し合いま 

す。今後も、趣向を凝らして運営推進 

会議を開催していきたいと思いますの 

でよろしくお願いします。 
 

運営推進会議 

運営推進会議の様子 

 

 

症カフェを行っていますので 
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。利用者様から 

「高原列車は行く」の音楽に合わせて踊りをプレゼント。 

園児たちから手づくりの鯉のぼりを手渡しでいただくと、 

と 

「うちの孫かと思ったわ」と赤い 

ベレー帽をかぶった園児の手を握り「かわいいね～」 

 

度どこから見ても花が見えるように丸く生ける方、高さを出 

 

ホームの運営推進会議を行いました。 

今回は、趣向を変えて茶室にて行いま 

    ５月１８日（金）１３：３０より地域交流室において飯沼 様 

により富士山レクリエーションが行われました。会場には、 

飯沼様が撮影した富士山の写真が所狭しと飾られていま 

した。初めに飯沼様の伴奏に合わせて「ふじのやま」を歌 

ったり、モニターに映し出された映像に合わせて旗揚げゲームを 

                                                           行ったり楽しみながら機能訓練を 

                                                           行いました。後半には、５本１０本 

                                                            をつなげた「吹き戻し」（ピロピロ 

                                                            笛）をご紹介いただき楽しませて 

                                                            いただきました。 

                                                            笑いながら楽しく運動がすること 

                                                            出来ました。飯沼様ありがとうご 

                                                            ざいました。 「吹き戻し」を紹介 

紅白の旗揚ゲームで 

盛り上がる利用者様 

富士山レクの飯沼様 

平成２９年度事業報告 

＜各施設利用状況＞ 

◎特別養護老人ホーム 

    平均入所者数 ７５．４９名／日 

    入所率  ９４．０９％／日 

    入所者数  男性  １３名 

                        女性  ６５名 

     平均年齢  男性  ８１．５歳 

                         女性  ８６．７歳 

      平均要介護度  ４．１３ 

◎ケアハウス 

       平均入居者数２５．８８名／日 

       入居率  ８６．２７％／日 

       入居者数 男性 ８名 

                          女性１９名 

       平均年齢 男性８２．２０歳 

                          女性８６．０歳 

        平均要介護度 ０．８８ 

◎通所介護 

       平均利用者数 

           月～土曜日２４．４９名／日 

           日曜日         １３．６５名／日 
        

      平均利用率 

          月～土曜日 ８１．６２％／日 

           日曜日         ５４．５８％／日 

     平均年齢  男性 ８４．３７歳 

                             女性 ８４．６６歳 

     平均要介護度２．４８ 

◎短期入所 

    平均利用者数１５．６１名／日 

    平均利用率 ７８．０５％／日 

     平均年齢 男性 ８５．５歳 

                        女性 ８８．６歳 

    平均要介護度３．３９ 

◎グループホーム 

    平均入居者数７．７１名／日 

    平均入居率４２．８３％／日 

    平均年齢 男性 ８４．３７歳 

                        女性 ８４．６６歳 

     平均要介護度 ２．４８ 

◎居宅介護支援事業所   

       ケアマネ４名 
 

   平均利用者数 

       介護プラン１２３．９名／月 

       予防プラン   ４６．５名／月 

 平均年齢 

       男性 ７９．４８歳 

       女子 ８４．０８歳 

 平均要介護度 ２．３９ 

＜受入状況＞ 

◎実習受入数      ２３２名 

◎ふれあい実習  ６４名 

◎施設見学・慰問  ３０８名 

◎ボイランティア９１４名 

◎介護予防教室 

        参加者数  １６６名 

＜講師派遣＞ 

◎外部講師派遣   ５回 

＜研修会参加状況＞ 

◎施設内勉強会 

        参加者数 ５９１名 

◎外部研修会参加状況 

        参加職員数４７名 

    平成９年に友和苑を開所し、２０年が経過致しました。利用者様をはじめ、家族様、地域の 

皆様のご支援の賜物と感謝いたします。 



日 曜日 日 曜日

売店 10：30～

大垣西高校和太鼓演奏会 14：00～ コスメセラピー 13：30～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

習字教室 13：30～ ハンドマッサージ 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

衣料販売（つた成 様） 13：30～ アンサンブル野の花

ガマの油売り（デイサービス） 13：30～ 大垣歯科医師会歯科検診（特養）13：30～

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り運動推進会 9：15～

ボランティアフレンドリー

13：30～ チームメモリア（レクリエーション） 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

しもみや雑技団 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

アレンジフラワー教室 お茶会（デイ） 13：30～ 手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～

麗扇会 13：30～ 施設合同カラオケ大会 13：30～

売店 10：30～

避難訓練 13：30～

売店 10：30～
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オレンジカフェ    ９：３０～１２：３０

オレンジカフェ    ９：３０～１２：３０

オレンジカフェ    ９：３０～１２：３０

オレンジカフェ    ９：３０～１２：３０
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  ６月・・   １日（金）２０日（水） 
  ７月・・   ３日（火）１９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） 

介護プラン１２３．９名／月 

４６．５名／月 

    ６月１０日「時の記念日」を知っていますか？ 

「時間をきちんと守り、欧米並みに生活の改善・ 

合理化を図ろう」と大正９年（１９２０年）に制定 

されたそうです。昨今、待ち合わせ時間に遅れ 

ても平気な若者が多いと聞きます。人を待た 

せることは、相手の時間を奪うことになると思 

います。「時は金なり」という言葉があります。 

時間は貴重なものであって、金銭と同じように 

大切で価値があります。もう一度「時間をきち 

んと守る」ことを考えてみてはどうでしょうか？ 


