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友和苑ホームページ 

是非ご覧下さい 

    輪投げやバスケットボールなどの 

体感できるゲームも増え、「大当たり～！」 

や「あ～残念！」 

という声が聞こえ 

てきてとても賑や 

かでした。景品で 

遊 和 
縁 祭 

楽しむことで人の和が広がり、 

               縁を深める祭りにしよう 

    ８月１８日（土）１３：３０～１５：００ 特養 

１階食堂を主会場として１年で一番大きな 

イベント”夏祭り”が行われました。 
盆踊りの大きな輪が出来ました 

   今年は初めてお昼間の開催です。 

村田施設長の開会の言葉から始まり、ご来賓の方 

の挨拶を賜りました。その後、南部民謡同好会様が 
 先導し、大垣麋城太鼓の皆 

様の力強い太鼓の音で盆踊 

りが始まりました。利用者や 

ボランティア、地域の方も加 

わり大きな輪となって踊りま 

した。 

   今年の夏祭りは、“楽しむ”がテーマのた 

めカラオケ大会を行いました。出演された 

皆さんはとても伸びやかな声で歌われまし 

た。職員からの声援を受けてとても満足そ 

うでした。 

              カラオケの最後は、カラオケ教室で 

              お世話になっている佐竹利佳先生 

              に一曲披露していただきました。 
  
 

挨拶する村田施設長 

南部民謡同好会の皆様 

大垣麋城太鼓の皆様 

歌を披露する出演者

歌を披露する出演者

もらったお菓子を「もらったよ～♪」と見せに来て 

くれる入所者の方もみえました。いつもとは違う 

雰囲気の中、家族と一緒にお祭りを楽しむ姿は 

とてもにこやかで職員も見ていて嬉しくなりました。 
 



　　　　　　

 

2

感謝状 

ありがとうございました 

    友和苑では、夏祭りにおいて、日頃から 

お世話になっています方々に対して感謝 

状を贈呈しています。 

    今年度は、友和苑の開設以来、毎年慰 

問していただき入所者の皆様に激励のお 

言葉や多くの寄贈品をいただきお世話に 

なっています日新楽生会老人クラブ連合 

会様とカラオケ教室のボランティアと 

して長年お世話になっています佐竹  

利佳 様に村田施設長より感謝状を 

贈呈しました。 

    地域の方、家族様など多くの方に 

ご協力いただきありがとうございます。 

    今後もよろしくお願いします。 
     

大垣桜高等学校  様 大垣養老高等学校 様 

海津明誠高等学校  様  南部民謡同好会 様 

大垣麋城太鼓 様  三重給食センター㈱ 様 

やまもと企画㈱  様  ㈲デオドール名古屋 様 

㈱メモリア 様  藤井 様  納村  様 

日新楽生会長  多賀 悟 様 佐竹 利佳  様 

    ８月１１日（土）１８時より利用者様と 

職員でくすのき苑の夏祭りに参加して 

きました。手ぬぐいとうちわを頂き、 

夏祭りに 

行って来ました！ 

職員一緒にバザーを堪能 

    ８月４日（土）１８時より 

サットヴァの園の夏祭り 

にケアハウスの入居者 

の方と一緒に行ってきま 

した。例年は屋外での開 

催でしたが、今年の夏は 

酷暑が続いたため屋内 

での開催でした。 

    盆踊りや太鼓の演奏 

会、バザーなど趣向を 

凝らした催しがあり楽し 

むことが出来ました。 
 

バザーのみたらし団子や焼きそば、かき 

氷をみんなで食べました。行われていた 

盆踊りやゲームにも少し参加することが 

できました。夏らしさをお祭りで満喫する 

ことができたようで、利用者様の笑顔を 

たくさん見ることができました。帰る時に 

は「来て良かった」「また来たいな」の声 

が聞こえてきました。夏の良い思い出が 

できました。 

グループホームの入居者様 

    ７月３１日 毎月恒例のチーム 

メモリアレクの日です。今月は 

懐かしい曲を一緒に歌いましょ 

うということで 利用者とともに合 

唱しました。歌詞カードを手にし 

大きく口を開け、はっきりと歌うこ 

とができていました。 

次に紙芝居を見せていただき 

ました。 メモリアさんが大きな 

声で話され、どんどんお話の 

世界に引き込まれていきま

した。 

    いつも工夫のあるレクリ 

エーションで楽しい時間を 

過ごせます。来月の来苑 

も楽しみにしています 。 

メモリア 
サットヴァの園夏祭りにて 

チームメモリア 様 
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    ８月２日 徳田すみ様の１００歳の誕生会 

が開かれました。 はじめに、施設長の開会 

の挨拶があり、大垣市長よりお祝いの賞状 

と記念品の贈呈を受けました。 介護職員か 

らは、たくさんの施設職員からのメッセージ 

とともにすみ様と一緒に撮った写真を大きな 

 額にしてプレゼントされ、とてもうれしそうで 

概要を説明する藤原主任 

８月４日（土）１８時より 

の方と一緒に行ってきま 

例年は屋外での開 

催でしたが、今年の夏は 

平成３０年７月２３日（月） 

午前９時３０分、大垣市介護 

者の会の皆様１１名の方に 

お越しいただき、施設見学と 

質疑応答の時間を設けさせ 

ていただきました。特養、ケ 

アハウス、デイサービス、グ 

ループホーム、と様々な施設の見学をしていただきました。 

施設全体の説明はフロア主任の藤原より、質疑応答の時間 

は支援センター所長の田中と、相談員の岩間も同席。どのよ 

うな質問にも、わかりやすく回答させていただきました。大垣 

市介護者の会の皆様、ご来苑ありがとうございました。これか 

らも皆様の疑問やご質問にお答えさせていただきます。皆様 

のご見学お待ちしております。 

世界に引き込まれていきま

いつも工夫のあるレクリ 

エーションで楽しい時間を 

祝 １００歳 

徳田 すみ 様と記念撮影 

した。 職員の指揮のもと、全員でハッピーバースデイ 

の曲を２回歌いました。 生活を共にする入所者の方は 

自分のことのように１００歳の誕生日を喜び涙ぐんでお 

られ、 同席いただいたご家族からはお祝いの言葉と、 

職員に対する感謝の気持ちをお伺いし、とても感動的 

な 誕生会となりました。 これからも、健やかに長生き 

してくださるよう我々もサポートしていこうと思いました。  

職員と一緒にハイポーズ 

    ８月の１日・２日の両日に大垣 

西中学校の生徒さんが１０名ず 

つボランティアに来苑されました。  

１日目は利用者のかたと一緒に 

折り紙・かるたなどをしながらコ 

ミュニケーションをはかりました。 

 折り紙などは生徒さんが考えて 

持ってきて下さり、上手に教えな 

がらハートや鶴など作りました。  

生徒さんは「曾祖母に千羽鶴を 

折ってあげたことがあります」と 

言って一緒に折った鶴を飾ってくれました。 ２日目は、行事に参加し 

てくれました。 その日は１００歳を迎える入所者の誕生日会で、施設 

長をはじめ、介護スタッフや大垣市職員からの お祝いの言葉やご家 

族様の御礼のお話を一緒に聞く機会がありました。 その後、苑内の 

モップ掛けや手すりを拭いたりして掃除 

のお手伝いをしてくれました。  

利用者の中には、「年寄りに会いに来ようと思ってくれるのが嬉しい 

ね」と言ってみえる方もみえました。 毎年、西中学校では夏休みの 

体験で募集をかけると定員オーバーになるほどの人気だそうで 今 

年は３施設に分かれて訪問されたそうです。 お年寄りと触れ合う良 

い機会なのでぜひ来年もいらしてください。  

ボランティア 

利用者とふれあう西中生 

モップ掛けする西中生 



日 曜日 日 曜日

喫茶ともがき 10：00～

習字教室（ケアハウス） 13：30～ 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～

オレンジカフェ 9：30～

誕生会（ケアハウス） 13：30～

売店 10：30～

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～

ボランティアフレンドリー 10：15～

友和苑敬老会 13：30～ 西濃明るい社会作り運動協議会（清掃） 9：15～

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

お茶会（デイサービス） 13：30～ 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～

アレンジフラワー教室 13：30～

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（清掃） 10：00～ 売店 10：30～

すいせんの会 13：30～

売店 10：30～

年忌法要（メモリア） 13：30～ 介護予防教室 13：30～
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  ９月・・   ４日（火）１３日（木） 
１０月・・   ２日（火）１１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） 

施設全体の説明はフロア主任の藤原より、質疑応答の時間 

は支援センター所長の田中と、相談員の岩間も同席。どのよ 

うな質問にも、わかりやすく回答させていただきました。大垣 

市介護者の会の皆様、ご来苑ありがとうございました。これか 

らも皆様の疑問やご質問にお答えさせていただきます。皆様 

 

生活を共にする入所者の方は 

自分のことのように１００歳の誕生日を喜び涙ぐんでお 

同席いただいたご家族からはお祝いの言葉と、 

職員に対する感謝の気持ちをお伺いし、とても感動的 

 

してくださるよう我々もサポートしていこうと思いました。  

    今年の夏は、とても暑かったですね。最高気温 

も４１．１度と過去最高を記録するなど記録ずくめ 

の夏でした。 

    ８月２３日現在、今年の台風発生数は２０個で 

す。８月に８個の台風が発生しています。気象庁 

のデーターでは、１年間最高発生数は３９個、 

１ヶ月の最高発生数は１０個です。 

    ８月１７日に北海道大雪山系黒岳では観測史 

上最も早く初冠雪を記録しました。 

    暑さ寒さに負けず元気に過ごしていきたいです。 
     


