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    １０月１８日（木）午後   友和苑大運動会が開催 

されました。 赤組と白組に分かれ、お揃いの鉢巻 

をして多くの利用者、職員が参戦しました。 

    最初の種目は新入職員研修リレーです。 縄跳 

びをして、フラフープを２回まわし、パンに飛びつき 

ます。食べ終わったら、検尿コップに入った秘密の 

黄色いジュースを飲みます。 リレーなので次の選 

手のためみんな必死でした。 実はパンの中に、か 

１Fケアステーション前に飾ら 

れた作品です。蜘蛛の巣に 

利用者様や職員の写真を貼 

                               り付けた作 

                               品を制作 し 

                               ました。と 

                               ても良い笑 

                               顔です。 

らしやわさびが入っ 

ているものがあり、 

当たった職員はび 

っくりしていました。  

次の種目はアベッ 

ク借り物競争です。  

赤と白の大きなパ 

ンツに入って、引い 

         た札にかいてあるものを集めながら一緒に小 

         麦粉の中の飴玉を探します。 みんな真っ白な 

         顔になって、利用者も大爆笑。 三種目目はム 

         カデ競争です。 それぞれのチームに分かれ 

         て、五人ずつの２組でリレーを行いました。  

         利用者は自分のチームが目の前に来ると、 

         「がんばれー」と大きな声援を送っていました。 

         今年は運動会に特別ゲストが来てくれたとい 

          うことで紹介されたのが、自称女子高生と自 

          称現役高校生。 制服を着たゲストとともにや 

          った最後の種目の玉入れでは、カゴいっぱい 

          に自分のチームの球を入れ 大きな声で数を 

          数えていました。 手作りの国旗に手作りの 

          団扇、楽しくて大盛り上がりの運動会になり 

          ました。  
 

アメ食い

で顔が真 

っ白に！ 

１階 食堂で行った大運動会   利用者様、職員一緒に楽しみました 

ムカデ競争リレー 

パンに飛びつく職員 カゴを背負っている女子高生？ 

是非、ご覧下さい。 
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友和苑ホームページ 

には求人情報も掲載 

されています。 

    ９月２５日（月）お楽しみ食事会が行われました。今回のメイン 

メニューは”芋煮”。他にも菜飯・カレイの煮つけ・茶碗蒸し・みか 

んが振る舞われました。「おいしいですか？」と声を掛けると、

    岐阜県では、介護人材の育成 

及び職場環境の改善に積極的に 

取り組む介護事業者を認定、公 

表し介護事業者の介護人材確保 

を支援する「岐阜県介護人材育 

成事業者認定制度」（以下「認定 

制度」という。）を平成28年度から 

実施しています。  （岐阜県HPより） 

 社会福祉法人麋城会は、平成 

２９年１１月にグルード２に認定さ 

れています。平成３１年度にグル 

ード１を認定していただけるように 

取り組んでいます。 

    友和苑の運動会に突然 

のスペシャルゲスト！高校 

生のカップルが友和苑の 

運動会の手伝いに来てい 

ただきました。良く見れば 

デイサービスの職員が仮 

装して登場です。女子高 

生への仮装は流石にバレ 

ルかと思っていたのです 

が、利用者の中から「かわいい子だね」「きれいな子だね」と好 

評でわからなかったようです。玉入れのカゴを背負い、利用者 

様の前を行ったり来たりしているとなぜか自然と内股になって 

いました。１０月と言えばハロウィンです。職員の仮装で大盛況 

のうちに終えることが出来ました。 

 

 

 

「がんばれー」と大きな声援を送っていました。 

 

いしいよ～どれもこれもおいしい！」 

と笑顔で答えて頂けました。 

    メインの芋煮もたいへんおいしか 

ったのですが、菜飯も好評でおかず 

を後にして召し上がってらっしゃる方 

が何人もみえました。 

    皆さん食べるのに夢中でなかなか 

カメラに目線はもらえませんでしたが、 

それだけ喜んで食べて頂けて良かっ 

たです！ 

ぎ  ふ 
  いきいき 
介護事業者 

珍  客 
菜飯をパクリと！ 

ハロウィンのテーブルクロス 

正面玄関前のフラッグです 

似合ってますか？ 

    ９月２５日（火）１３：３０より地域交 

流室にてセラピスト今村先生のハン 

ドマッサージが行われました。この日のオイル 

はほのかに甘く優しい香りのローズウッドでし 

た。手は知らずのうちに疲れが溜まっていると 

のことです。先生の優しいマッサージとオイル 

の香りで利用者様の心も体も癒されたようです。 

利用者様からは「とても気持ち良い」 

「毎日やって欲しいな」という声が聞 

こえました。マッサージ中には素敵 

な笑顔も見ることができました。 

今村先生ありがとうございました。 

ハンドマッサージ 

施術する今村 宙會 先生 

気持ちよさそうな利用者



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  ８８－２５２２ 

教えて！ 
質問    車椅子を使っている方はどの 

             ような風呂に入るのですか？ 

答え    友和苑には、個浴、車椅子 

             浴、寝台浴があります。今回 

は車椅子浴を紹介します。脱衣して 

車椅子から、専用のチェアに移って 

いただき、洗身してから、チェアごと 

浴槽に入ります。前の扉が閉まり、 

湯が入ってきます。バルブ機能もあ 

り気持ち良く入浴していただけます。 
              
                                                              

及び職場環境の改善に積極的に 

表し介護事業者の介護人材確保 

年度から 

より） 

 

 

いただけるように 

平成３０年１０月１１日 

（木）１３：３０よりグルー 

プホームにおいて避難 

訓練を行いました。平成２９年 

６月に開所して２ユニットとなっ 

て初めての避難訓練です。協 

力業者に感知器を作動してい 

ただき訓練開始です。現在は、 

感知器が作動すると自動的に 

消防署へ通報されます。職員 

は、消防署からの逆信に対応 

し利用者の方を避難誘導しま 

した。訓練終了後、村田施設長や管理者の立川副主任からの 

講評を利用者と一緒に聞きました。防火管理者より、洪水時は 

１階から２階への垂直避難が必要となってくる。いざとなれば友 

和苑への避難も考えなければいけないと説明を行いました。 

    最後に、初期消火の訓練として利用者も一緒に消火器の使 

い方を学びました。訓練とわかっていても非常に大きな警報音 

にビックリし、職員も慌てての対応となりました。今後も避難訓 

練を計画的に行い、災害発生時に対応できる体制を作ってい 

きたいと思います。 

    平成３０年１０月２１日（日）デイサービスのおやつの時間は手作りのバナ 

ナチョコパンケーキでした。職員がホットケーキミックス、牛乳、卵を混ぜた 

生地をホットプレートで焼きます。その上に、クリームとチョコレートとバナナ 

をトッピング。カラースプレーチョコで飾り付けて完成です。テーブルにはラ 

ンチョンマットも準備。いろいろな種類のフルーツがデザインされたランチョ 

ンマットです。 

    「いただきます」をした後、「何の果物が 

トッピングしてあるかよく見て下さいね」と 

クイズが出題されました。見た目で「りん 

ご」という声もありましたが「りんごじゃな 

いよ。バナナやね。」味わいながら、楽し 

いおしゃべりの時間でした。職員が一口 

サイズに切っている間に、全部食べてし 

まわれた方も。「おばあちゃんが作ってく 

れたのがおいしいで、また作ってね」と孫に言われたとお話してくださる方もい 

らっしゃいました。男性のご利用者様も「おいしかった」と言ってくださいます。 

「クリームが顔についていますよ」と職員に言われ、慌てて顔のクリームを拭 

き取り、照れ笑いされる男性のご利用者も 

みえました。 

今回も大成功！来月もご期待くださいね！ 
 

介護事業者 
とても美味しかったです 

色鮮やかに出来ました 

利用者様も一緒に初期消火訓練に参加 3 

避 難 

   訓 練 

訓練の講評を述べる村田施設長 

デイサービスの車椅子浴 



日 曜日 日 曜日

売店 10：30～

カラオケ教室・アレンジフラワー教室 13：30～

売店 10：30～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 10：00～

習字教室 13：30～

オレンジカフェ 9：30～

ガマの油売り（デイサービス） 13：30～ アンサンブル野の花 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～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り運動協議会 9：30～

介護予防教室 13：30～

お茶会（デイサービス） 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～ 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～

ボランティアたけのこ（車椅子掃除） 10：00～

オレンジカフェ 9：30～

チームメモリア（レクリエーション） 13：30～

売店 10：30～

誕生会（ケアハウス）
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行　事　予　定 行　事　予　定

1 木 16 金

2 金 17 土

3 土 18 日

4 日 19 月

5 月 20 火

6 火 21 水

7 水 22 木

8 木 23 金

9 金 24 土

10 土 25 日

11 日 26 月

12 月 27 火

13 火 28 水

14 水 29 木

15 木 30 金

１１月・・   ５日（月）１４日（水） 
１２月・・   ４日（火）１３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） 

教えて！ 
車椅子を使っている方はどの 

ような風呂に入るのですか？ 

浴、寝台浴があります。今回 

は車椅子浴を紹介します。脱衣して 

車椅子から、専用のチェアに移って 

いただき、洗身してから、チェアごと 

 

湯が入ってきます。バルブ機能もあ 

り気持ち良く入浴していただけます。 

 

れたのがおいしいで、また作ってね」と孫に言われたとお話してくださる方もい 

らっしゃいました。男性のご利用者様も「おいしかった」と言ってくださいます。 

「クリームが顔についていますよ」と職員に言われ、慌てて顔のクリームを拭 

高齢者作品展 
平成３０年度高齢者作品展を下記のとおり開催します 

高
齢
者
作
品
展
 

平成29年度作品展 

期間  １１月３日（土）～１１月８日（木） 

時間   ８時３０分～１７時 

会場  友和苑  地域交流室 


