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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 

    ３月３０日 土曜日 桜のつぼみも膨らみ 

始め、３月もあと二日となった日の昼食は 

お花見御膳です。 六角形のふたを開ける 

と華の形の桜ご飯が入っていました。 また、 

鰆の西京焼きやカニコロッケ、菜の花の辛 

子和えはきれいに盛り付けられ 目を楽しま 

    平成３１年４月１日（月）午前９時より平成最後 

の社会福祉法人麋城会新入職員辞令交付式が 

行われました。 

    村田施設長より辞令交付後、入職についての 

お祝いとこれからの友和苑の展望についてのお 

話がありました。その後新入職員の方ひとりひと 

りから抱負を発表していただきました。今年の新 

入職員は新卒の方や経験のある方と様々です 

が、皆様引き締まった表情でした。 

    毎年、この辞令交付式に参加すると、自分自 

身の新入職員の頃を思い出し、改めて気が引き 

しまる思いです。 

    緊張感を保って仕事を続けていきたいもの 

です。 
 

辞
令
交
付
式
 

左から新入職員 安田 、村田施設長 

新入職員 大島、 フロア主任藤原 

辞令を受ける職員 

日時  令和元年５月１６日（木） 

                 午後１時３０分より 

場所  友和苑 南庭園  ※雨天順延 

予備日  令和元年５月１７日（金） 

地域の皆様も是非ご来苑下さい。 

平成３０年度演奏会の様子 

お花見御膳 

せてくれます。 利用者は 

「こんな風に盛り付けられていると 

食欲がわくね」「天気が良かったら外で食べたかったね」 と 

美味しそうにモリモリ召し上がってみえました。 食事は日々 

の楽しみのひとつです。 栄養課と厨房の職員が一丸となっ 

て、メニューには季節ごとの旬の食材を多く取り入れ、美味 

しく見える盛り付けに気を付けています。 利用者の方の美 

味しそうに食べている姿を見ると、職員も幸せになります。  
 

お花見御膳 
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   平成３１年４月のある日、風もなく穏やか 

な陽ざしの中、お花見しました！正門を出 

てすぐ南のグループホームの傍に、一本 

                                              の桜があります。 

                                              良い気分転換も 

                                              出来まし た！ 

                                              また来年、今度は 

                                              「令和」最初 のお 

                                              花見を楽しみにし 

                                               て います。 

    ３月２６日（火）１３：３０から食堂にてチームメモリア様のレ 

クリエーションがありました。今回はバスケットボールゲーム 

でした。５つの段ボールに１０点から１００点の得点が書かれ 

ており、その箱にボールを入れるゲームに挑戦しました。 

食事は日々 

栄養課と厨房の職員が一丸となっ 

 

 

ボールを投げるチャンスは 

３回です。利用者様は狙い 

を定めて楽しそうにボール 

を投げていました。今回は最高得点の３００満点が出て、職員もとて 

も驚きました。高い得点の箱にボールが入った時には、皆様満面の 

笑みでした。チームメモリア様、 

いつも楽しいレクリエーションを 

ありがとうございます。 

    来月も楽しみにしています。  
 

高得点を狙って 

気合を入れて投げました 

ねらい通り高得点ゲット 

平成最後の お花見 

満開の桜と一緒に 
職員と一緒に南庭園にて 

教えて！ 
質問 デイサービスでは、どんな機能 

訓練を行っていますか？ 

答え 機能訓練という言葉を聞いて 

「つらい」「きつい」「痛い」と思う 

方もいるかも知れませんが、基本的には 

ご利用者様一人ひとりの要望に合わせ 

たり、自宅での生活を送ることが出来る 

ように計画を立てます。 

＜機能訓練一例です＞ 

・平行棒を使って歩く、立ち上がる 

・特養の廊下や階段を歩行する 

・ベッドから起き上がるなどの 

  日常動作訓練 

・イージーウォークを使って関節 

  の柔軟性を高める運動 

・体のマッサージ 

・腕や足の運動して間接を動かす 

・重りを使用した筋力訓練 

・集団での体操 

など、専属の理学療法士（機能 

訓練指導員）が訓練を実施して 

います。 
 
 

利用者様にも好評の 

イージーウォーク 

平行棒と昇降訓練用階段 

    ３月２１日（木） ケアハウスの 

入居者様の誕生会を行いました。  

２月・３ 

月の方 

は３名みえます。 皆さんが食堂に 

集まる昼食時に、窓に飾りつけを 

してその前に座って頂きます。 昼 

食のメニューにフルーツジュースと 

お菓子を添えてお祝いすることが 

できました。  

誕生会の風景 
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    ３月２２日（金）デイサービスにて、手 

作りおやつを行いました。春のお菓子 

といえば「ぼたもち」。諸説ありますが、 

牡丹の花が咲く季節である春の彼岸 

に、神仏や先祖への供物とされた小豆 

餡の様子を牡丹の花に見立てたことからと言われているそうです。（漢 

字では「牡丹餅」と表記）まず始めに、アツアツのご飯を人数分に分け 

ていきました。「熱くてなかなかできんわ～」と苦戦しながらも綺麗に俵 

                                                      型に丸めてくださいました。その後に、全 

                                                      体に餡子を纏わせました。 

                                                           春らしいランチョンマットにお茶と共に 

                                                      セットして召し上がっていただきました。 

                                                      昼食からまだそんなに時間が経っていま 

                                                      せんでしたが、デ 

                                                      ザートは別腹なの 

                                                      か皆さんパクパク 

                                                      食べていました。 

を投げていました。今回は最高得点の３００満点が出て、職員もとて 

も驚きました。高い得点の箱にボールが入った時には、皆様満面の 

ぼたもち 

    平成３１年４月満開の桜と一緒に 

記念写真を取りました。今年は、開 

花後に急激な寒さに見舞われて、 

桜の花が開くペースが遅くなったた 

め、開花から満開になる

までに１９日かかり、観測 

史上最も桜の花の持ちが 

長ったそうです。 

私達にとって少しでも長 

い時間桜の花を楽しむ 

ことができて、とても素晴 

らしいプレゼントとなりま 

した。うぐいすの鳴き声 

を聞きながら、桜の花を 

楽しみ、癒されました。 

多くの草花が咲き 

過ごしやすい季節 

です。 

餅を俵型の整える利用者様 
美味しく出来たぼたもち 

デイサービス玄関前に 

飾られた春の書！ 

皆さんが食堂に 

 

 

食のメニューにフルーツジュースと 

お菓子を添えてお祝いすることが 

春の書 

 平成から令和へ 

ぼたもちは美味しかったです 

    習字教室にて新元号「令和」を書きました。５月 

１日に平成から令和へ新しい時代の幕開けです。 

ケアハウスの南談話室に「令和コーナー」を設置 

し歴代天皇や万葉集に関する 

書籍も置きました。「令和」が 

良い時代となることを心より 

願いたいと思います。 
皆様もご覧下さい 



日 曜日 日 曜日

オレンジ・カフェ 9：30～ 誕生会（ケアハウス） 12：00～

きど保育園和太鼓演奏会 13：30～

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～ きど保育園和太鼓演奏会（予備日） 13：30～

売店 10：30～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

喫茶ともがき 10：00～ オレンジ・カフェ 9：30～

富士山レクリエ―ション（デイサービス） 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 10：00～ 売店 10：30～

介護予防教室 13：30～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り推進協議会

お茶会（デイサービス）

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～

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

習字教室 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～ 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～

アンサンブル野の花 13：30～

売店 10：30～
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行　事　予　定 行　事　予　定

1 水 16 木

2 木 17 金

3 金 18 土

4 土 19 日

5 日 20 月

6 月 21 火

7 火 22 水

8 水 23 木

9 木 24 金

10 金 25 土

11 土 26 日

12 日 27 月

13 月 28 火

31

14 火

木

金

29 水

15 水 30

  ５月・・   ８日（水）１６日（木） 
  ６月・・   ５日（水）１９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） 

友和苑では、介護職員等を募集しています。職 

場見学や職場体験などいつでもお受けします。 

６０歳以上の方も活躍されています。 

ホームページに求人情報を掲載して 

います。いつでもご連絡下さい。 

ＴＥＬ ８８－１５６７（吉岡） 

認知症を防ぐ食べ物 

日本テレビ「世界一受けたい授業」より 

卵黄 
“神経伝達物質のもととなる成分”卵黄にはコリン 

という成分が多く含まれています。コリンは記憶

力の維持に欠かせません。脳神経や神経組織 

を構成し、神経伝達物質であるアセチルコリンを 

作る原材料となるのです。 

と言われているそうです。（漢 

まず始めに、アツアツのご飯を人数分に分け 

ていきました。「熱くてなかなかできんわ～」と苦戦しながらも綺麗に俵 

型に丸めてくださいました。その後に、全 

春らしいランチョンマットにお茶と共に 

セットして召し上がっていただきました。 

昼食からまだそんなに時間が経っていま 

 


