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舞 隊 
    ６月２８日（木）１３：３０より食堂にて第３回友和苑合同カラオケ 

大会が開催されました。サットヴァの園様、くすのき苑様の利用 

者様が参加して下さいました。皆様緊張されながらも、大好きな 

歌を精一杯披露し、会場から拍手喝采を受けていました。 

    審査員から歌い終わった後に一人ひとりの特徴を「○○○○ 

    友和苑の１階 食堂前に、ひまわり畑が出 

来ました。夏の花と言えばひまわりです。 

    職員がひまわりの花を作り、入所者の方 

に協力していただき一輪ごとにいろいろな 

表情を書いていただきました。 

    大垣市内にも毎年、夏の風物詩としてひ 

まわり畑が開催されます。見ごろは、８月中 

旬から９月上旬までを予定しているそうです 

が、友和苑では一足早く見ごろを迎えてい 

ます。是非、ご覧ください。 

合同カラオケ大会 

で賞」として賞状が渡されました。村田施設長、佐竹先生、大橋先生審査 

員を引き受けていただきありがとうござい 

ました。 

    最後には友和苑の澁谷たね子様とご 

家族様が大正琴にて「ふるさと」を披露し 

て下さいました。大正琴の素敵な音と会 

場みんなの歌声が一つになりとても素敵 

なカラオケ大会となりました。 

    サットヴァの園様、くすのき苑様カラオ 

ケ大会にご参加いただきありがとうござい 

ました。 

熱唱される出演者 

佐竹先生と記念撮影 

大橋先生と記念撮

すてきな大正琴の演奏 

ありがとうございました。 

ひまわり畑 

掲示版一面に咲いたひまわりの花 

カード錠更新 

カードをかざして下さい。 

近年、反応が鈍くなりご迷惑をお掛 

けしていましたが、６月下旬にカード 

錠の設備を変更しました。 

ご訪問者の方にも大好評です。 
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ホカホカのたこ焼き 

     ６月２６日（火） しもみや雑技団の皆さま 

が来苑されました。 お揃いのTシャツでいろ 

んな出し物をしてくださいます。 まず始めに 

湯湯婆（ゆたんぽ）三味線で歌おうです。  

見たことも無い手作り三味線は湯たんぽと 

スコップでできたもの 歌とゆたんぽ三味線 

のパフォーマンスが合うので本当に演奏し 

                                                           ているように見えます。 

                                                           次に皿回しです。 

    ６月２７日（水） デイサービ 

スで恒例の手作りおやつの 

日。 今月は、たこ焼きです。 

キャベツ、ねぎ、たこ、紅ショ 

ウガを小麦粉を溶いたものと 

混ぜ、テーブルごとに用意された たこ焼き器で 

作りました。 クルクルと上手にたこ焼きをひっく 

り返す職員を見て利用者も笑顔になります。  

いい匂いがしてきたら、早く食べたいとの声も！ 

 ソースをつけ、青のりをかけて出来上がり。  

「美味しい、やっぱり出来上がりはいいね」と喜 

                                             ばれていました。 職員 

                                              の愛情も入っているの 

                                              で一層美味しいたこ焼 

                                               きができました。 毎月 

                                               工夫を凝らした手作り 

                                               おやつを楽しみにして 

                                               いてください。  

村田施設長、佐竹先生、大橋先生審査 

湯たんぽ三味線を演奏する皆様 

一列に並べた棒の上に回っているお皿を次々に乗せたり、一 

人で何枚ものお皿を 同時に回したり。さらには3メートルもの 

棒の上でお皿が回ると利用者からは拍手喝采が起こります。  

ボールやリング、また座布団のジャグリングも見せて下さい 

ました。 フラフープは職員も一緒に参加。なかなか上手にで 

きていたと思います。 昔懐かしいお手玉遊びでは利用者の 

方々が慣れた手つきで「昔よく遊んだ」と楽しまれていました。 

 お手玉は神戸町下宮地域では 
皿回しを披露 

“おじゃみ”というそうです。ヒゲダンスの時はテーブルクロス引 

きに挑戦です。みんなでマラカスを持って応援しました。 職員も 

参加しましたが、失敗しても成功しても利用者からは歓声が上 

がり盛り上がりました。 次々に色んな出し物で楽しませていた 

だきました。「しもみや雑技団」 様ありがとうございました。  
 フラフープに挑戦する職員 

ねじり鉢巻きでたこ焼き 

たこ焼き 

しもみや雑技団 

歯科検診 
    ６月２０日（水）大垣市歯科医

師会の協力で歯科検診が行わ

れました。歯の健康フェスティ

バルの一環として市内の福祉 

施設の入所者を対象に行われています。 

今日は、市内の歯科医師４名と歯科衛生 

士に来苑していただきました。友和苑の 

歯科衛生士２名が対応して特別養護老人 

ホームの７４名を検診していただきました。 

大変お忙しい中 

歯科検診をして 

いただき誠にあ 

りがとうございま 

した。 

歯科検診を受ける入所者 
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七 夕 会 
    ７月４日（水）１０時１０分～日新幼保園４歳・５歳の 

園児さんたちによる七夕会が行われました。 

園児さんは、初めにかえるの踊りを踊り、「たなばたさ 

ま」や「かたつむり」など元気な声で歌ってくれました。 

歌に合わせて入所者や利用者の皆様も一緒にお遊 

戯を楽しみました。 

    園児たちが歌いながら肩たたきをしてくれた時には、 

    平成３０年７月１９日（木）午後６時より、７月 

の全体勉強会が行われました。 

毎月開かれる勉強会、今回の講師は機能訓 

練指導員の下井彰子さんと伊黒雄二さんです。 

テーマは「腰痛予防」について。介護の現場に 

は腰痛が多いという説明もあり、具体的な要 

因から動作までわかりやすく説明がありました。 

また掃除の仕方からデスクワークまで気を付ける点も教えていただき、全職種が楽しめる内容

でした。また最後にはストレッチも実践。緊張した腰の周りもすっきりしました。写真は勉強会が

始まる前の緊張している下井講師です。とてもわかりやすい講義をありがとうございました。 

    腰に負担のかからない腹筋を「プランク」といいます。プラン 

クは、体幹トレーニングの中では最も有名な種目で”キング オ 

ブ 体幹トレーニング”と言ってもいいくらいのトレーニングだそ 

うです。決して無理することなく、まずは5秒でも10秒でも良い 

ので、できる範囲で頑張ってみましょう。ポイントは、頭の先か 

らかかとまでが真っ直ぐになるような姿勢を保持すること。お 

尻が上がったり、お腹が床に着いたりしないように心掛けて 

下さい。キープ時間を30秒・45秒・60秒と刻みクリアできたら、 

体力アップに合わせて最大3分まで目標を伸ばしていくように 

してはどうですか。。一日おき  ３～５セット  セット間は３０秒～ 

６０秒休憩を取って下さい。 

   バランスを取りながら手を上げたり、足を上げたりする運動 

もあります。暑い夏に備えて体幹を鍛えましょう。 
 

１．前腕を床について、脚を伸 

       ばします。 

２．肘が肩の真下にくるように  

       ポジションを調整します。 

３．頭の先からかかとまでが 

      真っ直ぐになるように姿勢 

       をとります。 

４．この姿勢を微動だにせず、 

      キープします。 

下井機能訓練指導員  

７月勉強会 

入所者の方々は満面の笑みでした。 

「かわいいね～」「嬉しいね～」と終 

始顔が緩みっぱなしで、とても喜ん 

でみえました。 

手作りのメダルももらって、幸せな 

時間を過ごせました。 

入所者の皆様の元気の源になり 

ますで、また遊びに来てくださいね！ 
 

園児さんの肩たたきに大喜び 
最高のプレゼント！ 

元気な日新幼保園の皆さん 

６月２０日（水）大垣市歯科医

師会の協力で歯科検診が行わ

 

歯科衛生士２名が対応して特別養護老人 

ホームの７４名を検診していただきました。 



日 曜日 日 曜日

オレンジカフェ 9：30～12：30 誕生会（ケアハウス） 12：00～

徳田すみ様100歳誕生会 売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～｜

盆踊り練習会 13：30～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

習字教室 13：30～ 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 9：30～12：30

オレンジカフェ 9：30～12：30 傾聴ボランティア 10：00～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～

手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

売店 10：30～

お茶会（デイサービス） 13：30～

ボランティアフレンドリー 10：15～

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

オレンジカフェ 9：30～12：30

富士山レクリエ―ション 13：30～

オレンジカフェ 9：30～12：30

チームメモリア（レクリエーション） 13：30～

売店 10：30～
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友和苑夏祭り１３：３０～１５：００
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  ８月・・   ７日（火）１５日（水） 
  ９月・・   ４日（火）１３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） 

    暑い日が続きます。３０℃以上を真夏日、３５℃ 

以上を猛暑日（酷暑日）というそうです。日中の暑 

さより２５℃以上の熱帯夜は非常につらいもので 

す。寝苦しくて体調を崩しやすくなります。 

    暑さ対策としては、小まめに水分を補給すること 

も必要ですが塩分を取ることも大切と言われてい

ます。朝食に漬物を食べると程よく塩分が取れる 

と言われています。朝起きて水分と漬物ですね。 


