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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

６月１８日（火）13：30～

デイサービスにて、三輪幸子先

生による笑いヨガが行われました。

先生が一人ずつに声をかけて、お腹に手を

あて大きな声で笑いあったり、後出しじゃ

んけんをして頭も身体も使いました。

”笑う”ことは心にも身体にも良いと言わ

れています。身体の免疫力だけで

なく、脳の活性化・血行促進・筋

６月６日（木） 梅雨の晴れ間の清々しい

午後、大垣西高校の和太鼓部の皆さんが当

苑に来てくださいました。大きな太鼓や締

め太鼓など普段見ることのない和太鼓が並ぶと利用者の目も輝いていました。演目は「道」

「出陣」「飛沫（しぶき）」また読み方の珍しい「雨地 響き（あめつちひびき）」です。

「この曲順を演奏するのは初めてです」と生徒さんが言ってみえましたが、フォーメーショ

ンもスムーズで聞いてよし、見てよしの和太鼓演奏でした。利用者の方に感想を聞くと「心

臓が飛び出しそうだった」と興奮気味に話されていました。

また、実際に和太鼓に触れさせていただけるということで、大きな太

鼓をばちで叩いてみると 以外にも上手くできて他の利用者の方々か

ら拍手が沸き起こっていました。 毎年来てくださり、力強く演奏し

てくださる通称『炎舞隊』。 岐阜県高等学校総合文化祭においては

不二羽島文化センターで演奏される実績をお持ちです。 また来年の

来苑も楽しみにしています。

大垣西高校和太鼓部の皆さん

太鼓を打つ入所者様

ヨ ガ
利用者様の素敵な笑顔

力アップ効果もある

そうです。

普段とはまた違った笑顔が見れて職員

も嬉しくなりましたし、相乗効果でみん

なが元気なりました！日常の生活にも笑

いを取り入れましょう。

三輪幸子先生（右）
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令和元年6月18日（火）午前10時から地域

交流室では毎週火曜日恒例の喫茶ともがき

がオープンしています。

今回、この喫茶ともがきに介護相談員様

も来てくださいました。毎月2回訪問してく

ださる介護相談員様は笑顔で皆様のお話を

聞いてくださっています。

今、友和苑に訪問してくださる介護相談

員様はこの活動をいろいろな施設で10年間

と7年間、活動されてこられたお二方です。

ご入所者、ご利用者の想

いを、施設職員へ伝える

橋渡しになれば、またお

困りごとがあればそれを

職員へ伝えることで少し

でも軽くなれば、という

思いで、公平中立の立場

で聞いてくださいます。

友和苑でご覧になられた

一場面に「ご本人が納得

介護相談員
されるよう説明する

姿を、家族のようで

温かい対応でした」

とお話くださいまし

た。

相談員様がなぜ

この活動に長期間

に渡り取り組まれて

いらっしゃるのか、おひとりの相談員様は、「い

つまでも両親は元気だと思っていたが介護が

必要になった際に、サービスを利用されている

方々はどのような想いを持っているのか」と思

ったことがきっかけだそうです。またもうおひと

りの相談員様は、「ご自身のお母様が入所され

ていた施設には感謝の気持ちでいっぱい」と、

教えてくださいました。大切なお身内のことと重

ね合わせ、この活動を続けていらっしゃるお二

人に感動しました。

ご入所者、ご利用者のためを思い、それぞれ

の施設のありのままを伝えていただいています。

いつもありがとうございます。これからもよろしく

お願いいたします。

今月の作品

利用者様が作った傘が壁一面に

傘をイメージしました

今年の東海地方の梅雨入り

は６月７日で例年より１日早く入

ったそうです。

いままでは雨も少なかったですが、これか

らが本格的な梅雨となりそうです。

デイサービスでは、雨の日に傘を差して

いるところをイメージした貼り絵を作りました。

よく見ると傘の中にカエルのぬいぐるみがぶ

ら下がっています。色とりどりの傘の花を歌

いながら楽しそうに見ているようにカエルが

微笑ましいですね。近年では、７月に豪雨災

害が多く発生しているようで

す。雨が降らないのも困りま

すが、短時間で雨が降りす

ぎるのも問題です。

雨もほどほどがいいですね。

友和苑の中庭などに多くの花が咲いています。

６月から７月は雨が多い季節ですが、色々な花が

咲く季節でもあります。

四季折々の色鮮やか

な花が多くの方の目

を楽しませてくれてい

ます。花の力はすごい

ですね。

者様をお出迎えする新メンバーを紹介しま

す。とても愛嬌のある眼差しとお腹で毎日

利用者様を出迎えているのは狸の置物で

話を傾聴する介護相談員

話を傾聴する

介護相談員
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６月１日（土）

１０：３０から食

堂にてフレンドリ

ー様のレクリエー

ションが行われま

した。

今回は大正琴の

演奏と民謡を披露

して頂きました。

大正琴では「七つの子」「すずめの学校」「たな

ばたさま」を演奏して下さいました。昔ながらの

楽曲と季節の楽曲を聞くことができました。利用

者様は皆さん笑顔で歌詞を口ずさんでみえました。

民謡の踊りでは「りんごの唄」「カラスの勘三

郎」などを披露して下さいました。曲のイメージ

に合わせてりんごのうちわを使ったり、カラスの

可愛い帽子とマントを着たりして踊りを見せて下

さいました。利用者様は拍手をしながらにとても

こやかな表情で踊りを

見てみえました。

フレンドリー様の素

敵な演奏と踊りでとて

も楽しく和やかな一時

を過ごすことができま

した。フレンドリーの

皆様ありがとうござい

ました。

６月６日（木）午後２時３０分から、大垣西高校

の生徒の皆さんによるふれあい体験が行われました。

デイサービスでは生徒のみなさんと利用者が、交互

で野菜の名前を出し合うゲームを楽しみました。

は、「ご自身のお母様が入所され

教えてくださいました。大切なお身内のことと重

ご入所者、ご利用者のためを思い、それぞれ

の施設のありのままを伝えていただいています。

いつもありがとうございます。これからもよろしく

新メンバー
デイサービスセンターの玄関前で、利用

者様をお出迎えする新メンバーを紹介しま

す。とても愛嬌のある眼差しとお腹で毎日

利用者様を出迎えているのは狸の置物で

友和苑の西側の中庭に畑があり

ます。今年も職員がスイカの苗を植

えました。８月に大きなスイカができ

るのを楽しみにしています。

同じ野菜を言ってしまい、お手付きする場面もあり楽

しく過ごすことができました。

特養大食堂ではいくつかのグループに分かれて、

会話を楽しみました。はじめはお互い遠慮してしまい、

なかなか話し出せずにいましたが、入所者におやつ

が用意されると、入所者から「一緒に食べよう」と声を

かけられ嬉しそうな笑顔があふれていました。

若い子と触れ合うのは刺激になっていいですね。

来年も元気な顔を見せに来てほしいです。

高校生と交流

玄関前に置かれている狸の置物

レクリエーション

す。この狸の置物は利用者様に少しでも喜んでもらいた

いと職員が持ってきてくれました。

民謡を披露するフレンドリー様

デイサービスセンターにて

特別養護老人ホーム食堂にて

フレンドリーの皆様



日 曜日 日 曜日

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～

日新幼保園七夕会

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～

お茶会（ケアハウス） 13：30～ 習字教室 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～

喫茶ともがき 10：00～

アレンジフラワー教室 13：30～ 手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～

お茶会（デイサービス） 13：30～

日赤ボランティア 10：00～ 売店 10：30～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り運動協議会（清掃） 9：15～

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～

「チームメモリア」レクリエーション 13：30～

海の日 喫茶ともがき 10：00～
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14 日

火

水

29 月

15 月 30

31

12 金 27 土

13 土 28 日

10 水 25 木

11 木 26 金

8 月 23 火

9 火 24 水

6 土 21 日

7 日 22 月

4 木 19 金

5 金 20 土

2 火 17 水

3 水 18 木

行　事　予　定 行　事　予　定

1 月 16 火

７月・・ ３日（水）１８日（木）
８月・・ ６日（火）１４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。

ＴＥＬ ８８－１５６７（吉岡）

者様は皆さん笑顔で歌詞を口ずさんでみえました。

友和苑夏まつり
日時 令和元年８月１７日（土）

午後１時３０分～午後３時

会場 友和苑 １階 食堂

多くの方のご来場をお待ちしています


