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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 

洋太鼓を演奏する５歳児の皆さん 

    ５月１６日（木）１３：３０より、友和苑南庭園にきど保育 

園の園児さんたちが和太鼓＆洋太鼓の演奏に来てくだ 

さいました。 

    始めに木戸保育園の沼賢暢園長先生から挨拶して 

いただいてから演奏に入りました。まず４歳児３４人が 

「川の流れのように」「美濃の賛歌」の２曲を和太鼓で。 

続いて、５歳児３２人が「大垣賛歌」を洋太鼓で演奏し 

きど保育園 
和太鼓＆洋太鼓演奏会 

先生の指揮に合わせタイミング 

よく、小さい身体で大きく腕を振 

り上げ、力強い音を会場いっぱ 

い響き渡らせていました。演奏 

後には、入所者や利用者の前 

に入って一緒にリハビリ体操を 

行ないました。園児たちからは 

手作りの鯉のぼりのプレゼント 

もあり、「ありがとう！かわいい 

ね～」と手を握り大喜びでした。 

園児たちが帰っていく際には名 

残惜しく寂しがってみえました 

が、もらった鯉のぼりを大事に 

抱えてお部屋へ戻っていかれ 

ました。演奏会には、大垣市く 

すのき苑様、サットヴァの園様、 

保護者の方もご参加しただき 

誠にありがとうございました。 

和太鼓を演奏する４歳児の皆さん 

参加者全員でリハビリ体操 

鯉のぼりをプレゼント 

ケアハウスでは平成から令和に元号 

が変わる節目に 平成最後の作品を 

作ろうという事になり、書を書きました。 

 縁起の良い、扇の画用紙に各々が思 

いついた言葉をしたためます。 すだれ 

に飾ると、味のある壁飾りが出来上が 

りました。 新元号に変わっても元気に 

過ごしていきましょう。  
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    ４月２７日（土）と５月１１日（土）と 

両日１３：３０からボーイスカウト大垣 

の皆様が来て下さいました。始めに 

施設全体の見学と説明を聞いてもら 

いました。パンフレットを持ちながら 

施設全体を見て回りました。その後 

は施設の清掃をして下さいました。 

皆さん廊下の隅々までキレイに掃除して下さいました。真面目 

に取り組む姿に職員も良い刺激をもらいました。 

    ５月１１日（土）は始めに施設の清掃をして下さいました。 

中、午後の散歩です。友和苑の 

正面玄関前につつじが満開にな 

っているのをご覧になられた方 

もあると思います。鮮やかなピン 

ク色です。実はこの東側のつつ 

じの植え込みの中に、一株だけ 

白いツツジも咲いています。また 

その向かい側ではつばめが巣を 

作っていました。このつばめの巣 

作りもここ数年の楽しみです。 

    ５月１１日 （土） 毎月来苑いただいく、ボランティアのフレン 

ドリー様が来てくださいました。 きれいな音色の大正琴で演奏 

された曲はまず、「蛍」。 若い職員は知らない曲でしたが利用 

者のかたは御存じで一緒に 

口ずさんでみえました 「幸せ 

なら手をたたこう」では利用 

者がマイクを持って歌い、手 

拍子をすることに。 みなさん、 

上手に合唱できていました。  

「おぼろ月夜」は利用者の方 

が小学生くらいの時に覚え 

たであろう曲だそうで、 菜の 

花の時期は終わりましたが、風景を思い浮かべながら歌うこと 

                                                            が出来ました。 フレンドリー 

                                                            様は他施設でも演奏に行か 

                                                            れるほど、ひっぱりだこのボ 

                                                             ランティアの方々で 友和苑 

                                                            以外にも４カ所で演奏されて 

                                                            いるそうです。 毎月の演奏だ 

                                                            けではなく、盆踊りなどの行 

                                                            事にも参加されるほど。 次の 

                                                            来苑も楽しみにしております。  

    友和苑特養１階ケアステーション前  

毎月、季節感を味わっていただくため 

職員が工夫を凝らした掲示物を作成 

しています。 ５月は職員の「大きな木 

を作りたい」との強い希望もあって藤 

棚にチャレンジすることになったそう 

です。 折り紙２枚を合わせて作ること 

により、花びらがどこから見ても同じ色 

になるように工夫されています。 また、 

花びらの中にハートの形をしたものが 

あるそうで、その花びら見ると幸せに 

なると言う 友和苑の伝説もあります。 

ぜひ来苑の際は探してみてください。  

ボランティア フレンドリー 

大正琴を演奏するフレンドリー様 

曲に合わせて口ずさむ入所者様 

お揃いのユニフォームで 

つつじ 

ボーイスカウト 
大  垣 

その後に食堂にて利用者様とのコミュ 

ニケーションの時間となりました。お話 

しするのは初めてでしたが、「健康」「天 

気」「学校」などの話題でとても盛り上が 

っていました。普段接することの少ない 

ボーイスカウトの皆さんとのふれあいに 

                                                 和やかな時 

                                                 間を過ごす 

                                                 ことができま 

                                                 した。本当 

                                                 にありがとう 

                                                 ございました。 

令和元年、大垣祭り目前のこの日。 

天気にも恵まれ心地よい風が吹く 

掃除ありがとうございます 

会話が弾みました 

職員お手製の藤棚 

つつじをバックにピース 
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皆さん廊下の隅々までキレイに掃除して下さいました。真面目 

毎月来苑いただいく、ボランティアのフレン 

きれいな音色の大正琴で演奏 

若い職員は知らない曲でしたが利用 

花の時期は終わりましたが、風景を思い浮かべながら歌うこと 

 

様は他施設でも演奏に行か 

れるほど、ひっぱりだこのボ 

 

以外にも４カ所で演奏されて 

毎月の演奏だ 

けではなく、盆踊りなどの行 

次の 

来苑も楽しみにしております。  

令和元年、大垣祭り目前のこの日。 

平成３０年度事業報告 

１）特別養護老人ホーム（定員８０名） 
                               （平成３１年３月３１日現在） 

    ○延入所者数２７，７５７名／年 

    ○平均入所者数７６．４１名／日 

    ○入所率              ９５．０７％ 

    ○平均年齢  ８７．１５歳 

    ○平均在所期間３年４ヵ月 

２）ケアハウス（定員３０名） 
                               （平成３１年３月３１日現在） 

    ○延入居者数８，３３６名／年 

    ○平均入所者数２２．８４名／日 

    ○入所率              ７６．１２％ 

    ○平均年齢  ８３．５９歳 

    ○平均在所期間３年１０ヵ月 

３）短期入所（定員２０名） 
                               （平成３１年３月３１日現在） 

     ○延利用者数５，７３４名／年 

     ○平均入所者数１５．６８名／日 

     ○入所率              ７８．５８％ 

     ○平均年齢  ８７．００歳 

     ○平均利用期間 １３．５２日／月 

４）通所介護（定員 月～土３０名・日２０名） 
                                                            （平成３１年３月３１日現在） 

    ○延利用者数８，１４３名／年 

    ○平均利用者数 月～土 ２３．７７名／日（平均７９．２３％） 

                   〃             日          １４．２０名／日（平均５６．８０％） 

    ○平均年齢  ８４．８２歳 

    ○平均利用回数９．４１回／月 

５）グループホーム（定員１８名） 
                               （平成３１年３月３１日現在） 

    ○延入居者数４，９７８名／年 

    ○平均入所者数１３．６４名／日 

    ○入居率              ７５．７７％ 

    ○平均年齢  ８４．７歳 

    ○平均在所期間１１ヵ月 

６）居宅介護支援事業所（定員８０名） 
                               （平成３１年３月３１日現在） 

    ○延利用者数 

           事業対象者９名／年 

           要支援者     ５３０名／年 

           要介護者１，４２６名／年 

    ○平均年齢  ８３．１７歳 

１．施設入所状況 

２．実習受入 

    ○ 延実習受入人数１５３名／年 
３．ふれあい実習 

    ○ 延実習受入人数５８名／年 

４．ボランティア受入 

    ○ 延ボランティア受入人数８８４名／年 
５．介護予防教室 

    ○開催回数 ５回 

    ○延参加者数１４１名／年 ６．施設内勉強会 

    ○開催回数 １１回／年 

    ○ 延参加者数４８８名／年 

７．外部研修参加状況 

    ○ 延参加者数６９名／年 

平成３０年度社会福祉法人麋城会の 

事業活動について報告をします。 

８．補助金対象事業 

    ○ 平成３０年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

                （再生可能エネルギー電気・熱自立普及促進事業） 

          公益財団法人日本環境協会 

          補助率  約３７．５％ 

太陽光発電設備 

太
陽
熱
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用
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蓄電池設備 



日 曜日 日 曜日

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～

習字教室 13：30～

お茶会（ケアハウス） 13：30～

習字教室 13：30～ 喫茶ともがき 10：00～

笑いヨガ（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～

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） 12：00～

売店 10：30～

大垣西高和太鼓演奏会 13：40～ 手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り運動協議会 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～ 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～ 傾聴ボランティア 10：00～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～

4

行　事　予　定 行　事　予　定

1 土 16 日

2 日 17 月

3 月 18 火

4 火 19 水

5 水 20 木

6 木 21 金

7 金 22 土

8 土 23 日

9 日 24 月

10 月 25 火

11 火 26 水

12 水 27 木

13 木 28 金

14 金

日

29 土

15 土 30

  ６月・・   ５日（水）１９日（木） 
  ７月・・   ３日（水）１８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） 

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 

青魚 
“豊富なDHAが伝達を加速させる”サバ、サンマ、 

イワシなど青魚に含まれるDHA・EPAを取ること 

で情報伝達が円滑になり、記憶力が改善したり、 

頭の回転が速くなったりします。動物性の脂肪 

に比べて酸化しにくく加齢による老化を防いで 

くれます。 

２３．７７名／日（平均７９．２３％） 

１４．２０名／日（平均５６．８０％） 


