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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 

    １月１１日  ケアハウスにお 

いて年末から飾っていた鏡餅 

の鏡開きを行いました。 本日 

は小豆がたくさん入ったお汁 

粉を職員が作りました。  

     廊下までいい匂いがして、 

入居者の食欲をそそります。皆さんたくさん召し 

上がっていただきました。寒い季節に温かくて 

甘いお汁粉は最高に美味しいそうでした。 

    神様に捧げたお餅をいただくということで、その 

日一年の幸せをみんなで願う機会になります。 

                                       今年も、元気にお正月を迎 

                                        えることができ、無事に鏡び 

                                        らきを行うことができま した。 

                                        今年も一年間健康に暮ら し  

                                        ていけるようお互いに心掛け 

                                        ていきたいものですね。  

2019年１月１日午前7時4分 大垣市  金生山から撮影 

デイサービス利用者様の書初め 

書初め 
    今年も恒例の書初めを行いました。 

レクリエーションや余暇時間を活用してで 

きる限り多くの利用者様に書いていただき 

ました。習字教室の先生にお手本を書い 

ていただき、お手本を見ながら書いている 

方やご自身の好きな言葉を書いている方 

など様々です。デイサービスでは今年の 
干支（いのしし）が書かれた色画用紙に好き 

な言葉を書きました。清書するまで何枚も練 

習を行い、本番に臨みました。思い通りに書 

けた時はとても満足 

そうな表情をされて 

いました。作品は、 

デイサービスとケア 

ハウスそれぞれに 

飾ってありますので 

ご覧下さい。 

ケアハウス入居者の書初め 

美味しそうなお汁粉 

書初めをする利用者様 

大きな鍋で作りました 
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     デイサービスでは、１月 

１３日（日）１４時から初釜 

が行われました。 

    今回のお茶菓子は”もみ 

じまんじゅう”。少しずつお 

菓子を食べながら、キレイ 

に点てられたお抹茶を召し 

上がって頂きました。中に 

はお抹茶の苦いのが苦手 

という方もいらっしゃいまし 

たが、職員が点てていると 

ころを見たりしてお茶会の 

雰囲気だけでも存分に味 

わえたのではないでしょう 

か？ 

特養の２階職員が昨年１２月に大作を 

完成させました。特養２階の中央廊下に掲示しています。平成３１年が 

お節料理 

１月１日 

   ・ぶりの照り焼き・南瓜煮 

   ・煮物 ・黒豆   ・かまぼこ 

   ・チキンの二色巻き 

   ・厚焼き玉子 

   ・やわらかふくもちの雑煮 

１月２日 

  ・鰆の西京焼き・栗きんとん 

  ・有頭海老・紅白なます 

  ・たたきごぼう・昆布巻き 

  ・伊達巻・清汁 

干支（いのしし）が書かれた色画用紙に好き 

な言葉を書きました。清書するまで何枚も練 

習を行い、本番に臨みました。思い通りに書 

    平成３０年６月に給食委託業者が変わって初めてのお正月でした。 

栄養課の職員は、少しでも利用者様にお正月の気分を味わっていた 

だけるような献立を考えました 

初釜 

    デイサービスではお正月をめいっ 

ぱい楽しみました！１月２日、３日は 

おしるこがふるまわれ、たっぷりの 

あずきに見た目もお腹も満足です。 

松の内は福笑い、書初めに挑戦！ 

平成最後！ 

デイサービスのお正月 

抹茶を堪能する利用者様 

目隠しを外した後、完成したおかめの 

顔に大笑いの方も苦笑い(^_^;)の方も 

いらっしゃいました。 

    今年の干支・いのししの枠にあわせ 

た書初めも、みなさまなかなかの腕前 

です！楽しくお正月を満喫しました。 

良い年になりますように。 
 福笑いを楽しむ利用者様 

上手く書けました 

目隠しの目も真剣！ 

入所者様、家 

族様、職員に 

とって良い年 

となりますよう 

にと思い、入所 

者様と職員の 

顔写真を一同 

に掲示しました。 
 

超 大 作 

お茶を点てる職員 
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     ケアハウスでは、１月生まれの 

入所者が２名みえます。その誕生 

会と新年会を１月１７日（木）に行 

    １２月２５日（火）１３：３０より食堂にてメモリ 

ア様のクリスマス特別レクリエーションが行わ 

れました。今回はサッカーゲームです。点数が 

書いてあるゴールに３回ボールを蹴ってどれ 

だけ高い点数を獲れるか競うゲームでした。 

クリスマス当日ということもあってメモリア様、 

職員がサンタクロースの衣装を着てゲームを 

盛り上げました。利用者様はボールを蹴るの 

がとても上手で皆さん高い得点を残していま 

した。ボールがゴールに上手く入ると利用者様は手を叩いて喜んで 

みえました。今回のサッカー大会の優勝者にはメモリア様から賞状 

とメダルを頂きましたとても嬉しそうな笑顔を見ることができました。 

                                                                   また、最後には利用者様に紙コ 

                                                                    ップで作ったとても可愛いクリス 

                                                                    マスツリーを頂きました。 

                                                                        メモリア様クリスマスプレゼン 

                                                                     トに楽しいレクリエーション本当 

                                                                    にありがとうございました。  

「雪山から登る初日の出」 

初日の出からは色とりどり 

の鶴が飛び立っています。 

Team 

メモリア 

＆ 

優勝してＶサイン 

サンタの衣装で盛り上げました 

    平成３０年１２月１９日（水） 

お昼ご飯はお楽しみ食事会で 

した。本日の一品料理はお好 

み焼きです。それぞれのフロア 

いました。 昼食にプラスアルファ 

で、エビフライや大きなイチゴを盛 

り付け、入居者の皆さんと誕生日の

お祝いができました。 その後は、新

年会恒例のくじ引を行いました。素

敵な景品が準備されていたため、入

所者のみなさんは真剣そのもので 

くじ引きで大盛り上がり。 お目

当ての景品をゲットできたで

しょうか。 最後に誕生日を迎

えたかたから、お礼の挨拶が

ありました。 これからも、楽し

いイベントを考え、職員一同取

り組んで行きたいと思います。  
 

お楽しみ 

    食事会 

私達が焼きました 

でお好み焼きが作られました。お皿に 

のったお好み焼きと一緒に、笑顔で写 

真を撮らせて下さる方や「あまり好き 

じゃないの」と全く食べていらっしゃらな 

い方もみえました。「おいしかったです 

か？」と質問すると「おいしかった！」と 

好み焼きが大好き！昔は農業 

祭でお好みやみたらしを良く食 

べたから。田舎の出身なので。」 

といつもより元気な表情で、いき 

いきとお話してくださる方もみえ 

ました。次回もお楽しみに！ 
 

くじ引で大盛り上がり 

１月生まれの入居者様 

デイサービス 

焼き立てのお好み焼き 



日 曜日 日 曜日

売店 10：30～

習字教室 13：30～

喫茶ともがき 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～

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）

手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～ 富士山レクリエーション（デイサービス）

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り協議会（清掃） 9：15～

介護予防教室 13：30～

ボランティアフレンドリー 10：15～

お茶会（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～

建国記念の日 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～

麗扇会 13：30～ カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～
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14 木

15 金

12 火 27 水

13 水 28 木

10 日 25 月

11 月 26 火

8 金 23 土

9 土 24 日

6 水 21 木

7 木 22 金

4 月 19 火

5 火 20 水

2 土 17 日

3 日 18 月

行　事　予　定 行　事　予　定

1 金 16 土

  ２月・・   ６日（水）２０日（水） 
  ３月・・   ６日（水）１４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） 

した。ボールがゴールに上手く入ると利用者様は手を叩いて喜んで 

 

 

また、最後には利用者様に紙コ 

ップで作ったとても可愛いクリス 

メモリア様クリスマスプレゼン 

トに楽しいレクリエーション本当 

介護予防教室 
日時  平成３１年２月２３日（土）   

                              午後１時３０分～午後３時 

会場  友和苑  地域交流室 

テーマ  「健康体操」 
講師  大谷  征子     氏 

                （ふうせんかずら代表） 

簡単なゲームを行い、楽しく心身の活性化を図り 

ます。身体を動かして元気になろう！ 

お目

いイベントを考え、職員一同取

り組んで行きたいと思います。  

好み焼きが大好き！昔は農業 

しを良く食 

。田舎の出身なので。」 

といつもより元気な表情で、いき 

いきとお話してくださる方もみえ 

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。まずはご連絡下さい。 

ＴＥＬ ８８－１５６７（吉岡） 


