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開会式で挨拶する

村田施設長

ゲームを楽しむ入所者様

職員も入所者様と一緒に記念撮影

令和元年８月１７日（土）午後１時

３０分より特養１階食堂をメイン会場

として夏まつりを開催しました。

今年度のテーマは「Ｌｅｔ’s Ｅnjoy」

参加していただいた皆さんと夏祭り

を楽しみましょうとしました。

多くの方が輪となって盆踊りを楽しみました
初めに施設を代表して

村田施設長より挨拶が

行なわれました。続いて来賓の方よりご祝辞をいただき、いよいよ盆踊りの

始まりです。南部民謡同好会様の先導と大垣麋城太鼓様による太鼓の演奏

にて大垣音頭、カワサキ、春駒、炭坑節と踊りました。利用者様やご家族様、

来賓の皆様も踊りの輪に加わり１曲毎に大きな輪となりました。

今年度もカラオケ大会を行いまし

た。今年度は、施設の利用者様のみ

の参加ではなく、地域の方にも参加

していただきました。

地域交流室、正面玄関前、屋外に

てゲーム、バザーを行いました。
ゲームは、小学生以下と高齢者の皆様を対象にサイコロゲ

―ム、輪投げゲーム、シューティングゲームとチームメモリア

様による的当てゲームを行いました。簡単に見えてもなかな

か難しく簡単には大当たりが出ませんでしたが大きな歓声も

上がり楽しんでいただけました。バザーは、ジュースやアイス

クリーム、わた菓子とやまもと企画様協賛によるネギマを提

供しました。今年も、かがやきネットワーク様（シフォンケーキ）

ハーモニー大垣様（米粉パン）に有料バザーのご協力をいた

だきました。

今年度の感謝状は、定期的に

環境整備でお世話になっていま

す大垣市赤十字奉仕団日新分

団様に贈呈させていただきまし

た。いつもありがとうございます。

も

や

なりました。夏祭り当日にはみんなで元気いっぱいに盆踊りが踊

るといいですね。



 

 

健康講座を８月４日（日）午後３時より行いました。

「なぜ、熱中症になるのか」「どんな症状がでるの

か」を学び利用者とともに考える時間を設けまし

た。

い場所はどこか

中過ごす時間が長い居間と問題を出して、

と②番の寝室が

クーラーで風邪をひくといけないから我慢しようなど

ました。

異常な暑さで一度枯れてしまいましたが、

始めは小さかった実がすくすく育ち

７月３０日（火）８月９日（金）に１３：３０より１階食堂にて８月１７日

（土）に行われる夏祭りに向けての盆踊りの練習会がありました

両日とも南部民謡同好会様が来て下さいました。練習した曲目は

「春駒」「かわさき」「炭坑節」などです。利用者様はとても笑顔で練

習に参加してみえました。久しぶりに聞く盆踊りの曲に懐かしさを

感じたのかもしれませんね。皆様、

年に一度の友和苑の夏祭りがとて

始まりです。南部民謡同好会様の先導と大垣麋城太鼓様による太鼓の演奏

にて大垣音頭、カワサキ、春駒、炭坑節と踊りました。利用者様やご家族様、

上がり楽しんでいただけました。バザーは、ジュースやアイス

供しました。今年も、かがやきネットワーク様（シフォンケーキ）

ハーモニー大垣様（米粉パン）に有料バザーのご協力をいた

南部民謡同好会の皆様

南部民謡同好会様大垣麋城太鼓様

大垣桜高等学校 様 海津明誠高等学校様

大垣養老高等学校 様チームメモリア 様

やまもと企画株式会社様

有限会社デオドール名古屋 様

個人ボランティア 藤井 様 納村 様

大垣麋城太鼓の演奏

＜前頁よりつづき＞

大垣市くすのき苑様、老人保健施設サットヴァの園様、

老人保健施設西濃様のご利用者様、職員様にも夏まつ

りにご参加していただきありがとうございました。

夏まつりの最後は、やはり盆踊りです。多くの方が

踊りの輪に加わり大きな輪が出来ました。

盆踊りを楽しみました

ボランティアの皆様

昨年より開催時間

を午後１時３０分とし

ましたが、多くの方々

にご参加いただきと

ても楽しくひと時を過

ごすことが出来ました。

練 習 会

も楽しみな様子でした。また、実習に来ていた大垣桜高校の実習生

や居宅のケアマネージャーも加わりとても賑やかな盆踊り練習会と

なりました。夏祭り当日にはみんなで元気いっぱいに盆踊りが踊れ

るといいですね。

実習生も一緒に練習しました

曲に合わせて練習する入所者様

南部民謡同好会の皆様

敬老を祝う会を下記のとおり行いますので、ご出席

いただきますようお願い申し上げます。

記

日時 令和元年９月１４日（土）

午後１時３０分より

会場 特別養護老人ホーム友和苑１階食堂

１３：００～ 受 付

１３：３０～１３：５０ 敬老会式典

１３：５０～１４：３０ アトラクション



日
デイサービス利用者様を対象に看護職員による

健康講座を８月４日（日）午後３時より行いました。

「なぜ、熱中症になるのか」「どんな症状がでるの

か」を学び利用者とともに考える時間を設けまし

た。今日のお題は、家の中で熱中症になりやす

い場所はどこか①ごはんを作る台所②寝室③日

中過ごす時間が長い居間と問題を出して、利用者と職員が挙手をしながら回答しました。①番の台所

と②番の寝室が6人が回答。正解は②番の寝室です。その理由は、窓を開けておけば涼しいからとか、

クーラーで風邪をひくといけないから我慢しようなど暑いのを我慢して寝ている間に汗をかき、知らない

令和元年8月5日（月）と7日（水）の2日間、大垣西中学校3年生の方が

来苑されました。まずフロアの掃除をして、その後は特養1階食堂でご入

所者と交流されました。掃除をしているところへカメラを向けると、下を向

いてしまわれる方もいらっしゃいましたが、みなさん熱心に下の手すりや

壁を拭いてきれいにしてくださいました。交流では先生と一緒に入所者の

方のお話に耳を傾ける姿や、一緒に折り紙をする姿がありました。笑顔

デイサービスにてスイカ割を行い

ました。 5月に植えた苗は一時期の

異常な暑さで一度枯れてしまいましたが、 6月に植え直しました。

始めは小さかった実がすくすく育ち25㎝程の立派なものになりました。夏といえばスイカ割ということで

目隠しをして周りの声を頼りに棒を振り下ろしました。小玉のスイカなの

で命中させるのには一苦労していましたが当たると大盛り上がりでした。

その後、切り分けてみんなで食べました。赤と黄色の2種類できたのです

が、初めて作ったとは思えないほど甘く美味しくできていて皆さんとっても

喜んでくださいました。 「昔はスイカの白

い部分を漬物にしたんだよ」「スイカには

塩だよね」と色々教えてくれました。

７月３０日（火）８月９日（金）に１３：３０より１階食堂にて８月１７日

「春駒」「かわさき」「炭坑節」などです。利用者様はとても笑顔で練

《第一回目》

間に熱中症になってしまうということです。熱中症対策として、何が必要だと

思いますか？の質問には梅干し、お茶などの水分、よく寝ること、涼しい服

装、クーラーを上手に使う、栄養を摂るなどが出ました最後に看護職員が楽

しい言葉を考えてくれました。

ゆ・・・ゆだんせず

う・・・うちのなかでも

わ・・・わかいひとでも（職員さんも）

えん・・・えんぶん、すいぶんわすれずに

※皆さんで熱中症対策をしてこの暑い夏を乗り越えましょう。

熱中症について説明する看護職員

梅干しは塩分やミネラルが

効率よく取ることができます

で交流されている姿はまるで家族のように温かい雰囲気でした。

２日目は澤田校長先生も来苑。訪問中の生徒さんと明るく挨拶を

交わされると、生徒さんも少しほっとしたような表情をされていまし

た。このような温かい光景を見ると、ぜひこれからも多くの生徒さ

んに訪問していただきたいと思いました。２日間にわたり来苑して

いただきましたみなさま、ありがとうございます。

スイカ割

目隠してスイカ割

施設内を清掃する中学生

利用者様と談笑する中学生



日 曜日 日 曜日

お茶会（ケアハウス） 13：30～

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 様 13：30～

すいせんの会  様 13：30～

売店 10:30～

カラオケ教室 13：30～

売店 10:30～

笑いヨガ（デイサービス） 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～ カラオケ教室 13：30～

喫茶ともがき・ボランティアたけのこ 様 10：00～

お茶会（デイサービス）・アレンジフラワー教室 13：30～ 年忌法要（チームメモリア 様） 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～

日赤ボランティア 様 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運動協議会 様 9：15～

ボランティアフレンドリー 様 10：15～

友和苑敬老会 13：30～

習字教室 13：30～
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14 土

月

29 日

15 日 30

12 木 27 金

13 金 28 土

10 火 25 水

11 水 26 木

8 日 23 月

9 月 24 火

6 金 21 土

7 土 22 日

4 水 19 木

5 木 20 金

2 月 17 火

3 火 18 水

行　事　予　定 行　事　予　定

1 日 16 月

９月・・ ４日（水）１２日（木）
１０月・・ ２日（水） ９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

友和苑では、厨房リニューアルに伴い

調理スタッフを募集しています。一緒に

働きませんか？お気軽に

お問い合わせ下さい。

ＴＥＬ ８８－１５６７（吉岡）

その理由は、窓を開けておけば涼しいからとか、

暑いのを我慢して寝ている間に汗をかき、知らない

方が

階食堂でご入

、下を向

てしまわれる方もいらっしゃいましたが、みなさん熱心に下の手すりや

を拭いてきれいにしてくださいました。交流では先生と一緒に入所者の

のお話に耳を傾ける姿や、一緒に折り紙をする姿がありました。笑顔

夏といえばスイカ割ということで

当たると大盛り上がりでした。

種類できたのです

が、初めて作ったとは思えないほど甘く美味しくできていて皆さんとっても

が楽


