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    敬老会のアトラクションにしもみや歌の会雑 

技団の皆様に来て頂きました。湯たんぽ三味 

                                                線や皿回し、テーブ 

                                                ルクロス引きなどた 

                                                 くさんの芸を見せて 

                                                 もらいました。中で 

                                                 も天井に届くくらい 

                                                の長さの棒を使った 

                                                 皿回しが成功した 
                                                  

     平成３０年９月８日（土）午後１時３０分より、友和苑では敬老 

会が開催されました。皆様のご長寿を、職員一同心を込めてお 

祝いさせていただきたいと思っております。 

    会場の１階食堂へ、特養・ショートステイ・デイサービス・ケア 

ハウス・グループホームのご利用者、ご入所者そしてご家族に 

もご参加いただくことが出来ました。 

    まず、村田施設長より挨拶。先日の９月４日の台風被害につ 

いて、苑庭にある桜の木が強風のため折れて倒れたことやフェ 
ンスが３３メートルにも渡って外れてしまったこと、停電や雨漏り、エレ 

ベーターが停止してしまったことをご報告させていただきました。被害 

に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また今年度より新 

規事業オレンジカフェを立ち上げました。毎週水曜日にお茶室で行っ 

ているので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

    次に、大垣市長小川敏様よりご祝辞を賜りご披露させていただきま 

した。市制１００周年にあたり住みよい街づくりのために様々な取り組 

みをされていることや、これからも皆様のご長寿を願ってくださる内容 

でした。 

    そして記念品贈呈です。各部署の代表の方に記念品を受けとって 

いただきました。ご入居者田村二夫様より御礼の言葉を頂きました。今年 

で９９歳になられる田村様です。しっかりした足取りでステージ中央まで進 

まれ、こちらが元気づけられるようなはっきりした口調でご挨拶して頂きま 

した。挨拶のあとは、会場中温かい拍手に包まれていました。 

    ご参加いただきました皆様、ありがとうございます。皆様の笑顔で溢れる 

会になりました。来年も多くの皆様にご参加いただけますよう、楽しみにし 

ています。 
 

式典にて挨拶する村田施設長 

記念品を受け取る入所者様 

お礼を述べられた田村様 アトラクション 
成功するところを見ることは 

できませんでしたが、職員の 

挑戦に会場は大盛り上がり 

でした。普段あまり見ること 

ができないエンターテイメン 

トに利用者様も大満足の様 

子でした。 

     しもみや歌の会雑技団の 

皆様ありがとうございました。  

時には会場から大きなな 

声が聞こえました。テーブ 

ルクロス引きでは、施設長 

を始め職員も挑戦しました。 
笑顔で楽しむ利用者様 

しもみや雑技団の皆様 
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    ９月１３日（木） すいせんの会 毎回楽 

しくてバラエティにとんだ内容の発表を 

していただいております。 今回も三つの 

グループの皆さんが歌や大正琴の演奏 

を披露されました。 歌に合わせて手拍 

子をしたり、床にドンドンと力強く足踏み 

                                       をしたりと利用者 

                                       も積極的に参加しました。 大型紙芝居では天災の地震による津波被害がテー 

                                       マで、話し手の迫力に引き込まれ真剣に耳を 傾けていました。ボー ドに貼った 

                                       歌詞を見ながら懐かしい歌を全員で合唱しま 

                                        したが、マイクを手 に熱唱される利用者 もみ 

                                        え、楽しい会となりました。 あっと言う間の１時 

                                        間でした。 

                                       次回の来苑を楽しみにしています。  

    ９月１７日（月）デイサービスセンターに 

おいて敬老のお祝い会として茶室で茶話 

会を行いました。デイサービスから飛び出 

友和苑ホームページ 

には求人情報も掲載 

されています。 

すいせんの会 

合唱を披露するすいせんの会の皆様 

大正琴を演奏する皆様 

入所者様も楽し 

そうに会話 

 して茶室で 

の茶話会は 

利用者様に 

とっても気分転換となり“わいわい”“がや 

がや”と話しが弾みました。 

友和苑の南庭園には茶室があるので時々 

食事や茶話会を楽しんでいます。 
飲み物と会話を楽しむ利用者様 

茶室での茶話会 

    平成３０年９月８日（土）友和苑敬老会式典とアトラクションの後は、 

地域交流室でお茶会が開かれました。ご家族と一緒に、また仲の良 

い方と一緒に、紅白饅頭と一緒に。一服される皆様の姿は、自然と 

表情が緩んで笑顔です。「お茶の量がちょうどいい」「おいしい」とお 

抹茶も大好評で ご家族やご友人と一緒に召し上がっていただく機会 

は、まさに一期一会ですね。また今年はしもみや雑技団飯沼様のご 

協力により、四季折々の富士山の写真もご覧いただきながらのお茶 

                                                    会になりました。地域交流室の雰囲気 

                                                    は例年以上に、大変良かったと思いま 

                                                    す。飯沼様ありがとうございました。 

                                                        そして、これからも皆様に楽し い時間 

                                                    を過ごしていただけるよう職員一同取り 

                                                    組んで参ります。 

                                                        ご参加いただきました皆様、ありがと 

                                                     うございます。 
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しもみや歌の会雑技団の 

皆様ありがとうございました。  

お茶会 

お茶を楽しむ入所者様 

祝 敬老 
     平成３０年９月２１日現在 

特別養護老人ホーム  78名 

ケアハウス               23名 

グループホーム          16名 

         計               117名 

最高齢   １０１歳 

１００」歳以上     ４名 

９０歳～９９歳  ３０名 

平均年齢  ８６．０５歳 

  ご長寿誠におめでとう 

  ございます。 
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    デイサービスで作っているさつま芋の収穫をしました。 

立派な大きさのものがたくさん！まだまだ暑い日が続い 

ていますが、秋の味覚を目にすると季節が移ろいでいく 

のを感じますね。 

    収穫したお芋は、蒸かして利用者様に味わっていただ 

きました。利用者様から芋のツルの調理方法を教えてい 

ただき職員も一緒にツルの筋をとりました。葉っぱも食べ 

れるそうで今年は畑には何も残らなかったです。 

さすが人生の先輩   多くの事を学ぶことが出来ました。 

    平成３０年８月２０日（月）午前１１時、日新楽生会から４名の方 

が友和苑に来てくださいました。１階食堂で代表の方よりご挨拶 

があり、寄贈品の贈呈がありました。毎年ありがとうございます。 

ご入所者、ご利用者のため大切に使わせさせていただきます。 
 

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 

  きめ細やかに対応いたします 

友和苑在宅介護支援センター 

       TEL  ８８－１５６７ 

    特養１階のケアステーション前に飾ら 

れているコスモスです。毎月職員と入所 

様と一緒に作品を作成して展示していま 

す。入所者様の目の保養になればと思 

い考えて一生懸命作りました。 

日新楽生会の皆さま 

感  謝 

豊  作 

美味しく蒸かせた 

さつま芋 

大きなさつま芋が 

収穫できました 

芋の茎のスジを取る利用者様 

    特養１階食堂の入口前に早くもハロウィン 

の飾り付けを行いました。入所の方には馴 

染みが無いかも知れませんが少しでも楽し 

んでいただきたいと職員が考え飾り付けま 

 した。 

教えて！ 
質問１    友和苑には、介護職員以外にどんな仕事をし 

                ている職員がいるのですか。 

答え       お答えします。友和苑には介護職員以外に看 

               護職員、介護支援専門員、生活相談員、機能 

               訓練指導員、歯科衛生士、管理栄養士など多 

               くの資格を持った職員が働いています。その 

他にも介助員、運 

転手、事務職員も  

います。 

    入所者様、家族様が少しで 

も安心して満足していただけ 

る生活が送れるように支援し 

ています。 

    今後は施設の色々なことを 

ご紹介していきます。 機能訓練を指導する職員 

敬老 
平成３０年９月２１日現在 

 

名 

名 

名 

 



日 曜日 日 曜日

10：00～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～ オレンジカフェ 9：30～

オレンジカフェ 9：30～

大運動会

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～

手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

傾聴ボランティア 喫茶ともがき 10：00～

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～

麗扇会 13：30～ カラオケ教室 13：30～

グループホーム避難訓練 13：30～ 売店 10：30～

お茶会（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～

ボランティアフレンドリー 10：15～

秋の食事会（ケアハウス） 11：30～

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～

オレンジカフェ 9：30～
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行　事　予　定 行　事　予　定

1 月 16 火

2 火 17 水

3 水 18 木

4 木 19 金

5 金 20 土

6 土 21 日

7 日 22 月

8 月 23 火

9 火 24 水

10 水 25 木

11 木 26 金

12 金 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月

15 月 30 火

31 水

１０月・・   ２日（火）１１日（木） 
１１月・・   ５日（月）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） 

    平成３０年版 高齢社会白書によると平成２９年の 

高齢化率は２７．７％、７５歳以上１３．８％であり 

１００歳以上の人口も６９，０００人を超えています。 

将来的には平均寿命は男性８４．９５歳、女性９１． 

３５歳となり女性は９０歳以上を超えると見込まれ 

ています。 

    健康的な生活を送るためには早い時期から運動 

等を行う習慣を身につけることも大切ですが、“楽し 

み”を持つことも重要だと思います。 

    いくつになっても楽しめることを探してみませんか。 

特養１階食堂の入口前に早くもハロウィン 

の飾り付けを行いました。入所の方には馴 

染みが無いかも知れませんが少しでも楽し 

んでいただきたいと職員が考え飾り付けま 


