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１１月１４日(木)デイサービスにて、クリスマスツ

リーをみんなで作りました。紙皿の真ん中を三角にくり抜き、三角

の横に穴を開け毛糸を通していきます。星形のシールや折り紙を

貼ったり、色鉛筆で装飾したり、思い思いに色付けしていきました。

男性の利用者の方が作るのに夢中で、

出来上がった作品を満面の笑みで見せ

てくださいました。来月にはデイサービス

の玄関にたくさん飾られることになってい

るので、今から楽しみです！

令和元年１１月２１日（木）１０：３０～１１：３０日新

小学校４年生３２名が友和苑の見学に来ました。

岩間相談員より、友和苑はいつできたのか、施設の

由来など児童からの質問を踏まえて友和苑につい

て説明をしました。友和苑の最高齢は１０２歳で、大

日新小学校

4年生の皆さん

正生まれですと伝えると児童は驚きの声を上げて、明治、大

正、昭和、平成、令和と全員で元号を発声しました。その後

は、特別養護老人ホーム１階のトイレや食堂、浴室、居室を

見学しました。初めて見る車椅子浴には興味津々で積極的

に質問をする児童もいました。車椅子体験は、５～６名の班

に分かれて普通の車椅子やチルド式、リクライニング式、モ

ジュールタイプの多種多様の車椅子を体験しました。岩間相

談員から操作する前に一声掛けてから車椅子を操作して下

さいと使用上の注意を伝えました。児童は、班ごとに車椅子

に乗ったり、操作したり体験をすることが出来ました。最後に、

岩間相談員より職員は高齢者のことを考えて、高齢者のことを

思って仕事をしていること伝えました。児童より、お部屋がたくさ

んあったこと、色々な車椅子を体験できたことなど感想を述べま

した。今日学んだこと、見学したこと、体験したことを学校に持ち

帰って次回の訪問時には高齢者と一緒に活動できるように考え

てきていただけます。また、会えることを楽しみに待っています。

日新小4年生に説明する岩間相談員

車椅子浴を見学

車椅子の使い方を説明

校にて「認知症サポーター養成

徒は就職することを目的に

名と先生５名が認知症について学びました。養成講座は、岐阜県健康福祉部高齢福祉課から依頼を

受けて開講しました。認知症とは？から始まり、認知症体験、あなたに出来ること、介護予防とあっと

いう間に時間が過ぎていきました。認知症体験では、生徒自らが認知症高齢者の役を行いました。講

師から質問を受けて「何を言われているのかわからなかった」

ことが出来ました。なぜ、

的な症例についてグループワークを行い素晴らしい意見も出され、認知症について考える時間となり

作を

ください。

る絵（糸絵）は額に入れて飾ることが出来、とてもかわいく仕上がっています。

ことで素敵なオブジェが出来上がったそうです。

年の作品がとても楽しみです。
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リーをみんなで作りました。紙皿の真ん中を三角にくり抜き、三角

の横に穴を開け毛糸を通していきます。星形のシールや折り紙を

貼ったり、色鉛筆で装飾したり、思い思いに色付けしていきました。

令和元年１１月１６日（土）～１７日（日）に日新地区センター

まつりが行われました。今年の出品作品はデイサービスの

利用者による大作のひとつ、コスモスと蜻蛉ひとつひとつ丁

寧に塗り絵し切り取り貼り付けました。毎月工夫を凝らした大

１１月２日（土）１３：３０からデイサービスのお茶会がありま

した。とても天気が良かったのでお茶室にて行われました。

友和苑在宅介護支援センターを利用されている三輪恵美子

様が友和苑のデイサービスの見学に見えました。お話を聞く

とお茶の先生をされていたという事で利用者様にお茶を点て

て下さいました。以前はお家に伺い数名の生徒さんに教室を

開かれていいたそうです。先生のお茶を点てる振る舞いはと

ても美しく、職員も勉強させて頂きました。先生の立てて下さ

ったお茶とお饅頭を皆で頂きました。自然と利用者様の表情は微

笑ましい笑顔に変わりました。とても美味しかった様で利用者様か

ら「美味しいね」の声がたくさん聞こえました。先生のお茶から温か

くて優しいおもてなしの心を感じることができました。三輪先生、美

味しいお茶をありがとうございました。またお会いできることを楽し

みにしております。

岩間相談員より、友和苑はいつできたのか、施設の

て説明をしました。友和苑の最高齢は１０２歳で、大

てきていただけます。また、会えることを楽しみに待っています。

抹茶をいただく利用者様

抹茶を点てる三輪様

令和元年１０月２５日（金）１３：１５～１５：００まで西濃特別支援学

校にて「認知症サポーター養成講座」を行いました。

西濃特別支援学校は昨年開校され2年目の新しい学校です。生

徒は就職することを目的に3年間学びます。今回は、１．２年生２３

名と先生５名が認知症について学びました。養成講座は、岐阜県健康福祉部高齢福祉課から依頼を

受けて開講しました。認知症とは？から始まり、認知症体験、あなたに出来ること、介護予防とあっと

いう間に時間が過ぎていきました。認知症体験では、生徒自らが認知症高齢者の役を行いました。講

師から質問を受けて「何を言われているのかわからなかった」 「嫌な気持ちになった」など感想を聞く

ことが出来ました。なぜ、「徘徊するのか」「物取られ妄想」など、なぜそのように行動するのかと具体

的な症例についてグループワークを行い素晴らしい意見も出され、認知症について考える時間となり

ました。

友和苑では「認知症について学びたい」「介護について知り

たい」など講演の依頼があれば職員を派遣しています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

認知症サポーター

養成講座

日新地区センターに出店した作品

作をデイサービス玄関の入り口に展示しておりますので来苑された際はぜご覧

ください。テーブルの作品はケアハウスの入所者の皆さんの作品です。糸で作

る絵（糸絵）は額に入れて飾ることが出来、とてもかわいく仕上がっています。

折り紙で作られた「あやめ」の進化したものが、くす玉です。毎日、コツコツ作る

ことで素敵なオブジェが出来上がったそうです。手先の器用な方が多いので、毎

年の作品がとても楽しみです。

お 茶 会

講演する吉岡課長
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令和元年１１月１６日（土）～１７日（日）に日新地区センター

毎月工夫を凝らした大

笑ましい笑顔に変わりました。とても美味しかった様で利用者様か

ら「美味しいね」の声がたくさん聞こえました。先生のお茶から温か

くて優しいおもてなしの心を感じることができました。三輪先生、美

味しいお茶をありがとうございました。またお会いできることを楽し

令和元年11月16日（土）午後1時30分より、下宮雑技

団で友和苑に来てくださる飯沼先生の富士山レクが開

かれました。

今回は、デイサービスご利用者、ケアハウスご入居

者に参加していただきました。色とりどりの三角形の帽

子を皆さんかぶった会場は、一足早くクリスマスが来た

ようです。赤と白の旗を交互に上げ下げする体操で、

会場が温まりました。中でも飯沼先生の傘まわしが特

に面白かったです。傘のサイズはいろいろ、そして傘の上で回転

させる道具もいろいろでした。最初は小さなボールから、傘より大

きいボールまで、うまくいくと皆様から拍手です。次第に難易度が

上がり、四角い筒状の物から、ひよこのぬいぐるみ、そして電球ま

で、ハラハラドキドキの連続でした。また、今回は先生の手品が披

露されました。水道水が入ったペットボトルを思いっきり振るだけ

で、美味しそうなジュースに早変わり！不思議でしたが、ここは飯

沼先生。なんと種明かしをその場でしてくださいました。おひとりで、

何種類ものレクリエーションをどんどん披露してくださる富士山レク

の飯沼先生、いつもありがとうございます。次回も楽しみにしてい

ます。ところで、水道水がジュースに変わる手品の種を知りたい方

は、次回の富士山レクでぜひ飯沼先生におたずねください！

傘まわしを披露する飯沼先生

名と先生５名が認知症について学びました。養成講座は、岐阜県健康福祉部高齢福祉課から依頼を

いう間に時間が過ぎていきました。認知症体験では、生徒自らが認知症高齢者の役を行いました。講

三角形の帽子を被り楽しむ利用者様

特養１階食堂前に飾られた

クリスマスのイルミネーション

早いもので今年も残りわずか

友和苑の木々も赤や黄色など紅葉を迎えていま

す。（少し遅いかも）利用者からも「奇麗やね」「近く

まで見に行きたい」などの声が聞かれます。今年は

例年より色付くのが遅く短い紅葉です。グループ

ホームの１階リビングにも利用者が作成したモミジ

が飾られています。深りつつ秋を感じながら、いよい

よ冬に備えなければなりませんね。この冬はたくさん

雪が降るのでしょうかね？

今年は、早くからインフルエンザの流行が報道されています。

インフルエンザを予防するためには第１に「手洗い」が大切にな

ります。第２に「うがい」です。帰宅した時に「うがい」しています

か？第３は「マスク」です。インフルエンザは咳やクシャミにより

他人への飛沫感染を防ぐ効果があります。予防対策として一番

有効的なのは「予防接種」です。予防接種することは、インフル

エンザに罹ることを防ぐこともできますが、インフルエンザに罹っ

たとしても重症化を防ぐ効果もあります。この時期からが、イン

フルエンザの本番です。「手洗い」「うがい」「マスク」を心掛けて

予防して下さいね。



日 曜日 日 曜日

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

アンサンブル野の花 13：30～

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～ 笑いヨガ（デイサービス） 13：30～

売店 10：30～

お茶会（ケアハウス） 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・お茶会（デイサービス） 13：30～ チームメモリア（レクリエーション） 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

傾聴ボランティア 10：00～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～

売店 10：30～

フレンドリー 10：15～

大晦日

行　事　予　定 行　事　予　定

1 日 16 月

2 月 17 火

3 火 18 水

4 水 19 木

5 木 20 金

6 金 21 土

7 土 22 日

8 日 23 月

9 月 24 火

10 火 25 水

11 水 26 木

12 木 27 金

13 金 28 土

14 土

月

火

29 日

15 日 30

31

１２月・・ ４日（水）１１日（水）
１月・・ ８日（水）１６日（木） 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

調理スタッフ・調理補助スタッフを

募集しています。施設見学いつで

も大歓迎です。お気軽にお問い合

わせ下さい。（60歳以上の活躍中）

☎88－１５６７ 担当吉岡

12／14（土）

10:30～ 家族参加大掃除・家族意見交換会

（ケアハウス）

13：30～ 家族参加大掃除（特養）
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