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所者の方々との交流を目的に来てくださいました。

西田会長からのご挨拶と、利用者、入所者の皆様に粗品

も頂きました。

    ６月１日（金）食堂において 大垣西高校の 

和太鼓演奏 和太鼓部の２年生による演奏会 

が行われました。 演目は「道」と「舟唄」です。  

「道」は毎年演奏してくださるお馴染みの、力 

強く体中に響く曲です。 「舟唄」は掛け声も軽 

やかに若々しさあふれる曲でとても感動しました。  

炎 舞 隊 

生徒たちの演奏が終わると、実際に長胴太鼓を叩かせて下 

さるということで 利用者が体験させてもらうと、ばちを持ち、軽 

快に音を鳴らしてみたりポーズをとっ 

てみたりしました 「上手ですね、和太 

鼓をやったことがあるの？」と聞かれ、 

「昔は祭りでも演奏したもんだ」 と腕 

前を披露してくださいました。 生徒さ 

んに話をきくと「施設での演奏は貴重 

な経験です、皆さんに聞いてもらえて 

うれしい」 と言ってくださいました。  

来年も来苑をお待ちしております。  
 

勇壮な和太鼓演奏を披露する大垣西高の皆さん 

入所者様も良い思い出

正面玄関前で記念撮影 

デイサービスでは毎月玄関前に利用者様 

と一緒に作った作品を展示しています。 

６月の作品ですが、さて、なんて読むで 

しょうか？ 

ヒント・・・・２通りの読み方がありますよ。 

                                            答えは  ３ページ 

友和苑  夏祭り 
平成３０年度  

日時  平成３０年８月１８日（土） 

                    午後１時３０分～午後３時 

会場  友和苑 １階 食堂 

今年の夏祭りは、時間を変更して行います。 

初めての試みですが、多くの方のご来苑を 

心よりお待ち申し上げます。 

詳細につきましては、再度ご案内致します。 

です 
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    ５月２５日（金）１３：３０かがやきクラブの皆様が施設入 

所者の方々との交流を目的に来てくださいました。 

西田会長からのご挨拶と、利用者、入所者の皆様に粗品 

も頂きました。 

    ６月１３日（水）１３：３０～麗扇会の皆様 

が踊りを披露しに来てくださいました。 

    素敵な着物や袴姿で「カッポレ」や「あや 

め情話」、「刃傷松の廊下」では勇ましい踊りを、 

                   「祝全国酒飲み音頭」では陽気な踊 

                   りで楽しみました。 

                    踊りに合わせてみんなで手拍子を 

                    していると、利用者の方々はニコ 

                    ニコして嬉しそうでした。 

                    これからもよろしくお願いします。 

 

利用者が体験させてもらうと、ばちを持ち、軽 

デイサービスでは毎月玄関前に利用者様 

アトラクションとして、南 

部民謡同好会の皆様に 

よる踊りです。馴染みの 

ある「大垣音頭」や「大垣小唄」、他にも「眉山さくら」「東京五輪音 

頭」を踊ってくださいました。他には、カラオケで「つぐない」「忍ぶ 

雨」「高山の夜」を歌ってください 

ました。最後にみんなで手や足 

を叩きながら「みかんの花咲く 

丘」などを歌いました。歌いなが 

ら手を叩くのに四苦八苦する方、 

さらっとできてしまう方と様々でし 

たが、頭の体操になって元気に 

なったのではないでしょうか。 
    ５月２４日（月）１３：３０より 

居室にて江上新次様１００歳 

の誕生会が行われました。 

居室は手作りのポスターやバ 

ルーン、ご家族が作られたお 

祝いのボードでとても華やか 

に飾られました。ご家族、職 

１００歳 

員よりお祝いの言葉をもらい 

ました。その後には大垣市役 

所の方より賞状とお花を頂き 

ました。いつもと違う雰囲気に 

江上様も喜んだ表情を見せて 

下さいました。ご家族の方も 

たくさん来て頂き、とても和や 

かで温かい誕生会となりま 

した。  

販売会 

麗扇会 

西田会長と記念撮影 

ご家族より花束を受け取る江上様 

１００歳おめでとうございます 

かがやきクラブ 大垣  様 

手拍子する利用者様 

麗扇会様 

洋服を選ぶ利用者様 

南部民謡同好会の皆様 

    ６月５日（火）１３：３０より「つた成」様 

のご協力により衣料販売会を地域交流 

室において行いました。店員や職員の 

意見を聞きながら、一番お気に入りの 

一緒に歌う利用者様 

洋服を選ぶことが出来て 

とても満足そうでした。 



 

 

 

3

    ６月６日（水） デイサービスにて 友和苑 

では初めての「がまの油売り」を見る機会 

がありました 平尾先生は口上士 『平 安 

右ヱ門』と名乗られ、筑波神社の観光客 

相手に口上を披露された経験の持ち主で 

す。初めに、歌舞伎十八番の外郎売り（う 

いろううり）、本物の歌舞伎役者のようで迫 

力があり、圧倒されました。次にカエル（が ある「大垣音頭」や「大垣小唄」、他にも「眉山さくら」「東京五輪音 

頭」を踊ってくださいました。他には、カラオケで「つぐない」「忍ぶ ま）からどのように油をとるのかという有名な大道芸「ガマの油 

売り」です。黄色い鉢巻を締め、愛刀の正宗を差し「さあさあ御 

立合い・・・」と始まると、利用者の皆さんも釘づけです。楽しい 

ジョークを交えながらリズミカルに進んでいく口上は元気をもら 

えます。平尾先生は汗をかきながら軽快な身のこなしで楽しま 

せてくださいました。ぜひ、次の来苑もお待ちしております。  

がまの油売り 

    平成３０年６月１６日（土）午後２時より、３階作業室に 

おいてコスメセラピーが行われました。このコスメセラピ 

ーはNPO法人コスメセラピー協会様の御協力によるも 

のです。特養、ショート、ケアハウス、グループホームの 

皆様にご参加していただきました。今回で２回目です。 

前回マニキュアをとても気に入ってくださり、２週間後も 

指先をうっとり眺めていらっしゃった方が、今回の一番 

乗りでした｡化粧水、ファンデーション、アイシャドウ、チ 

ークと、目を閉じてお化粧してもらっている時間を楽しく 

過ごされています。口紅まで塗ってもらって完成したと 

コスメセラピー 
迫力ある口上の平尾先生 

ＮＰＯコスメセラピー協会の皆様 

                                                       ころで鏡を見ると、どの方もにっこりされています。また反対に 

                                                      日頃はたくさんお話してくださるのに、なぜかこの時間は緊張し 

                                                      てしまってずっと静かに過ごされていらっしゃる方も１名いらっし 

                                                       ゃいました。「恥ずかしい、緊張する」と震えていらっしゃいまし 

                                                       たが、お化粧後には「よく声を掛けてくれてありがとう！」といつ 

もの調子でお話してくださいました。マニキュアも塗っていた 

だきました。よく働いてこられた手に、明るい色や真っ赤なマ 

ニキュアがとてもよく似合っています。大きな手ほど、真っ赤 

なマニキュアが映えるそうです。「若返ったかな？おばあちゃ 

んからお母さんくらいかな？」と楽しくお話をして下さる方もいらっしゃいました。お互い見違え 

て、指を指しあっていらっしゃる方もいらっしゃいました。思わず見ているこちらも、つられて笑 

ってしまいました。みなさまいつもと違う雰囲気で、記念撮影。お化粧してもらうと、自然に笑 

                                                    顔になりますね！NPO法人コスメ 

                                                    セラピー協会の皆様ありがとうご 

                                                    ざいました。ぜひ次回も楽しみに 

                                                    しています！ 

答え 

・感謝 

・ありがとう 

      ございます 

友和苑 初見参  平  安右ヱ門  様 



日 曜日 日 曜日

青い鳥（デイサービス） 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～ オレンジカフェ 9：30～

アンサンブル野の花 13：30～

日新幼保園七夕会 誕生会（ケアハウス） 12：00～

オレンジカフェ 9：30～ 手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～ 西濃明社（清掃ボランティア） 9：15～

介護予防教室 13：30～

お茶会（デイサービス） 13：30～ 習字教室 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

アレンジフラワー教室 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 13：30～

日赤ボランティア 10：00～ 売店 10：30～

売店 10：30～

フレンドリー 10：15～

喫茶ともがき 10：00～

チームメモリア（レクリエーション） 13：30～
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  ７月・・   ３日（火）１９日（木） 
  ８月・・   ７日（火）１５日（水） 

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） 

当苑の近所の方が毎年、素敵な 

花を持ってきてくださいます。  

大輪で八重のアマリリスを「飾っ 

て下さい」と預かりました。 

いつも、きれいな花をありがとう 

ございます。                                                                                                                             

感     謝 


