
　　　　　　

 

 

　

第１９8号 ２０１９年11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/

１０月７日（月）より一週間毎日開催のデイサービス運

動会に密着しました。赤チームと白チームに分かれて行

います。初めの競技は玉入れです。実習に来ている大学

生が背負ったカゴに自分のチームカラーの玉を入れてい

きます。みなさんなかなか上手に玉を入れることが出来

特養１階ケアステーション前の今月の

飾りはハロウィンです。最近は１０月と

言えばハロウィンが定着してきました。

毎年のように渋谷のスクランブル交差

点やテーマパークなどテレビなどで報

道されています。友和苑もコウモリやお化け、カボチャ、オーナ

メントなどハロウィンの雰囲気を味わっていただきたく、職員が

少しずつ飾り物を増やしていきました。

ていましたが、勝ったのは赤チームでした。次の

競技はタオル綱引きです。両端を結んだタオルをチ

ームに分かれてみんなで手繰り寄せ、早くカゴに入

れたほうの勝ちです。途中タオルが外れてしまうア

クシデントもありましたが盛り上がりました。

次は個人競技です。新聞紙をふたつに分け、だれが

一番早く丸い玉を２個作れるかを競います。真ん中

半分に折るにも工夫を凝らし、横半分に折ってから

破いたりと、いかに早く作るかを考えながら挑んで

みえました。

玉入れを楽しむ利用者様

職員参加の二人三脚！ケガしないように！

チームに分かれてタオル綱引き

1位、2位は赤チームの方、3位は白チームの方でした。最後

の競技は職員による二人三脚です。カゴの中に用意された

大きなパンツを二人で履くため、声を合わせて二人三脚しま

す。バトンをつないで早くゴールしたほうの勝ちですが、ここ

でも赤チームの勝ちでした。結果、１２０対１００で赤チームの

勝利！とても楽しくてあっという間の１時間でした。職員はい

つも工夫を凝らし、利用者の方に楽しい時間を過ごしていた

だけるように取り組んでいます。何か良いアイディアがあれ

ば教えて下さい。またみんなで笑顔で盛り上がりましょう。

職員が飾ったハロウィン



 

 

１０月４日（金）１３：３０～「しもみや雑技団」の皆様が来

苑して下さいました。入所者様を様々なパフォーマンスで楽

しませて下さいました。始めに湯たんぽ三味線を披露して下

さいました。息の合った演奏に会場からは自然と手拍子が

起こりました。次に皿回しです。1人でたくさんのお皿を同時

に回したり、回す棒の長さを変えたりして色々な皿回し芸を

見せてもらいました。その他にもお手玉、巨大フラフープ、

特養１階ケアステーション前の今月の

言えばハロウィンが定着してきました。

友和苑正面玄関前

に胡蝶蘭を飾ってい

ます。入所者や来苑

者の皆様に見て欲し

いと持って来てくれま

した。来苑者や入所

者に好評です。ある

入所者より「奇麗だ

ね。花が散ったら、そ

の後お世話をしたい。

これだけ立派な花だ

から再度咲かせたい」

と言われました。また、

新聞紙をふたつに分け、だれが

何枚もの皿を回す雑技団の皆様

座布団回しなどを披露して下さいました。入所者様にマラカスを

配って下さり、みんなのマラカスを振る音に合わせたとってもお

茶目なヒゲダンスを見せて頂きました。最後にはテーブルクロス

引きを披露して下さいました。成功した時は大きな歓声が上がり

ました。その後に入所者様、職員もテーブルクロス引きにチャレ

ンジしました。一発勝負のテーブルクロス引きは難しく失敗が続

いていましたが、デイサービスの利用者様１名と職員２名がクロ

ス引きを成功させました。会場からは大きな拍手が沸き起こりま

した。とても賑やかで楽しい一時をみんなで過ごすことができま

した。しもみや雑技団の皆様ありがとうございました。

三角帽子を被り楽しむ入所者様

見事にクロス引きに成功した職員

特養の家族の方は、入所者の方に花を見せたいと一緒に来ら

れました。花は人を魅了する不思議な力があります。

胡蝶蘭（コチョウラン）の花言葉は「清純」「幸福が飛んでくる」

です。白の胡蝶蘭（コチョウラン）の花言葉は「純粋」です。ピン

クの胡蝶蘭（コチョウラン）の花言葉「あなたを愛します。

友和苑にも幸福が来るといいですね。

１０月６日(日)１３時１０分

入方子供会の皆様が、毎年恒例のお神輿を披露しに来てくださ

いました。秋とは思えないほどの暑い日。拍子木と笛に合わせ小

さな身体で一生懸命担いで中庭を2周してくださいました。入所者

の方々は食堂から手をたたいて「ありがとう！」「また来てねー」

声援を送りました。やはり、昔からの風習に高齢者の皆様は、と

ても懐かしみ、喜ばれます。良い風習は残していきたいですね。手を叩いて喜ぶ入所者様

の国民性は大変真面目で控えめであり、仏教に対する

が厚いそうです。来年から日本で研修を受けて、友和

く予定です

づき

ました。

３年４月を予定しています。ご家族に少しでもご理解いただ

きサービスをご利用していただければと考えていますので、

今後もご協力をお願いします。

お忙しいところ、ご参加いただきましてありがとうございます。

正面玄関前に飾られた胡蝶蘭



日
令和元年9月28日(土)は令和元年10月からの介護報酬改定説明会が

行われました。午前中はグループホーム、ショートステイ、デイサービス

の利用者のご家族、午後は特別養護老人ホームのご入所者のご家族を

対象に説明会を行いました。

まず、村田施設長より皆様へご挨拶です。それから今回の改定、令和

元年10月からの消費税増税に伴い介護サービス費や居住費、食費の単

価が改定されたこと、友和苑の食事は委託業者から変更になり直営にな

ったことの説明がありました。また、先日ミャンマーへ出張され今後友和

苑で勤められる方を面接されたこともお話されました。現在の介護人材

不足が社会的問題になっています。今年度、岐阜県は全国で3番目に有

効求人倍率が高く介護福祉施設等は非常に深刻な状況です。ミャンマー

介護報酬改定説明会

介護報酬改定について

説明する村田施設長

の国民性は大変真面目で控えめであり、仏教に対する信仰

が厚いそうです。来年から日本で研修を受けて、友和苑で働

く予定です。皆様よろしくお願いいたします。

施設長のお話の後は、各部署より、重要事項説明書に基

づき具体的な変更点を説明し、ご家族から同意をいただき

ました。

介護保険は３年に一度見直しが行われます。次回は令和

３年４月を予定しています。ご家族に少しでもご理解いただ

きサービスをご利用していただければと考えていますので、

今後もご協力をお願いします。

お忙しいところ、ご参加いただきましてありがとうございます。
村田施設長の説明を聞くご家族

令和元年１０月１日（火）より、厨房の運営を社会

福祉法人麋城会で行うことになりました。（以下直営

といいます）

ご利用いただいている方々に少しでも美味しい食

事を提供するために委託から直営に切り替えました。

委託から直営に切り替えたことで今まで以上にご利

用いただいている方一人ひとりの状態に合わせた食

事が提供しやすくなりました。また、看護職員や

介護職員の意見も反映しやすくなりました。食事

は、利用いただいている方々の健康のバロメー

ターと考えています。今後も美味しい食事を提供

できるように厨房職員一同取り組んで参りますの

でよろしくお願いします。

食事に関するご意見があればお聞かせ下さい。

友和苑では調理スタッフを募集して

います。

５０歳代、６０歳代の方も大活躍

時間 ①５時～１０時

②９時～１８時

日数 週４日程度

求人に関するお問い合わせや施設

の見学などお気軽に

ご連絡下さい。

☎８８‐１５６７（吉岡）

介護スタッフ（正・パ）

看護スタッフ（正）同時募集

管理栄養士と厨房スタッフ



日 曜日 日 曜日

富士山レクリエーション 13：30～

文化の日

お茶会（ケアハウス） 13：30～

振替休日 喫茶ともがき 10：00～

喫茶ともがき 10：00～

アンサンブル野の花 13：30～

誕生会（ケアハウス） 12：00～

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協議会 9：15～

勤労感謝の日

ボランティアフレンドリー 10：15～

ボーイスカウトふれあい 13：30～

お茶会（デイサービス） 13：30～ チームメモリア ・ 習字教室

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

習字教室 13：30～

ボランティアたけのこ（車椅子掃除） 10：00～

アレンジフラワー教室 13：30～

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～

14 木

土

29 金

15 金 30

12 火 27 水

13 水 28 木

10 日 25 月

11 月 26 火

8 金 23 土

9 土 24 日

6 水 21 木

7 木 22 金

4 月 19 火

5 火 20 水

2 土 17 日

3 日 18 月

行　事　予　定 行　事　予　定

1 金 16 土

１１月・・ ６日（水）１４日（木）
１２月・・ ４日（水）１１日（水）

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

きめこま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

介護スタッフ・清掃スタッフを募集

しています。施設見学・職場体験

いつでも大歓迎です。お気軽に

お問い合わせ下さい。

☎88－１５６７ 担当吉岡

を

からの消費税増税に伴い介護サービス費や居住費、食費の単

友和苑の食事は委託業者から変更になり直営にな

有

深刻な状況です。ミャンマー

介護職員の意見も反映しやすくなりました。食事

ターと考えています。今後も美味しい食事を提供

の


