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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 

   ２０１９年２月 今年の節分もやってき 

ましたよ あの赤鬼、青鬼が！ 今年は 

天気にも恵まれ、大勢の利用者が集 

まったデイサービスに突如現れました。 

 恐ろしい雄叫びを上げ金棒を振り回し 

利用者に襲い掛かります。 利用者の 

皆さんは一致団結し、豆（お手玉）を鬼 

たちにぶつけます。 急所を狙って何度 

もぶつけると、鬼たちは力尽き降参し 

ました。 最後は、もう悪いことはしませ 

んと、鬼ヶ島に帰って行きました。 悪いものを 

追い払い、福を呼び込むために、豆まきをしま 

す。 鬼に炒った豆をぶつけて、悪いものを追い 

出すというイメージ。 ずーっと昔に鬼を豆で退 

治したところから由来しているそう。 大豆には、 

たくさんの栄養が含まれているから、鬼を追い 

出すパワーがいっぱい詰まっています。 寒い 

時期ですが、栄養のあるものをもりもり食べて 

元気に過ごしましょう。  

今年は夫婦鬼が参上 

カツラを飛ばしてズッコケる赤鬼 

デイサービスで暴れる鬼 

少し控えめな赤鬼 

集団で体操を指導する理学療法士 

    友和苑デイサービスセンターには、専属で理学療法士が 

勤務しています。平素は、個別に機能訓練を行っています 

が、週１回は理学療法士による「体操」を行っています。 

曜日は固定せずに少しでも多くの利用者が参加できるよう 

毎週違う曜日に体操を取り入れています。今回は、手と足 

を交互に開く体操です。コグニサイズの要素を取り入れ、考 

えながら行う体操は意外に難しく、気が付いた時は手足同 

時に開く利用者様もありました。利用者の皆さんも笑顔で楽 

しく体操を行なうことができました。 

機能訓練 
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    １月２８日（金）１３：３０から食堂 

にてチームメモリア様のレクリエー 

ションが行われました。今月は「貧 

乏神と福の神」の紙芝居を見せて

下さいました。 

    懐かしい昔話を久しぶりに聞い 

て、利用者様と職員も和やかな気 

持ちになることができました。また 

メモリア様は紙芝居の読み聞かせ 

がとてもお上手で一人ひとりの方 

が登場人物になりきって感情豊か

に読んで下さいました。 

    昔懐かしい紙芝居をみんなで 

見ることができ楽しい時間を過ご 

せました。 

     チームメモリア様いつもありが 

とうございます。 

    １月２２日（火）千とさくら乙女会の皆様が来て下さいました。 

１３：３０から食堂にてエレクトーンやサックス、リコーダー、鍵 

盤ハーモニカなどを使用して歌を披露して下さいました。曲目 

                                                          は「春よ来い」「バラが咲いた」 

                                                          「故郷」など利用者様に馴染み 

                                                          のある曲ばかりでした。利用者 

                                                          様は拍手をしたり、歌詞を口ず 

                                                           さんだりしてとても楽しい時間 

                                                          を過ごすことができました。途中には 

                                                          歌詞の内容を体で表現するために、 

                                                          簡単に手足を動かしたりもしました。 

                                                          食後の良い運動にもなり、心身ともに 

                                                           リフレッシュすることが出来ました。千 

                                                           とさくら乙女会の皆様素敵な音楽をあ 

                                                           りがとうございました。またのお越しを 

                                                           楽しみにお待ちしております。 

    

麗扇会の皆様が踊りを披露してくだ

さいました。

   

「野崎小唄」や

４

    平成３１年２月１０日（日） 

午後にデイサービスでは麻 

雀を楽しむ姿がありました。 

慣れた手つきで１局。職員 

自前のマットでは「浮くで、 

押さえとらなあかへん。こん 

なもんではあかん。」と言い 

つつも、２局目に勝つと不 

満も出ず、続けて３局目が 

始まる時には「こんなもん 

悪いものを 

追い払い、福を呼び込むために、豆まきをしま 

鬼に炒った豆をぶつけて、悪いものを追い 

ずーっと昔に鬼を豆で退 

大豆には、 

たくさんの栄養が含まれているから、鬼を追い 

寒い 

時期ですが、栄養のあるものをもりもり食べて 

千とさくら乙女会 

千とさくら乙女会の皆様 

鍵盤ハーモニカの演奏 

サックスの演奏 

ではあかん。」とマットの不満。 

気付くと遠くの席からもう一人 

参加。二人で頭を寄せて相談 

しながら、楽しそうでした。どの 

方も強いようで、勝負は延々 

と続きました。麻雀が好きな方 

はぜひ、ご参加お待ちしており 

ます。 職員の参加して麻雀 

外野の職員がアドバイス 

   今年のインフルエンザの 

流行時期に事務所で活躍 

した赤外線体温計です。 

    家族様が面会に来苑さ 

れた時に使用しました。 

スイッチを入れて額より２～ 

３センチ離してスイッチを押

せば一瞬で体温が測れま 

す。非接触型の体温計で 

すので安心して使用する 

ことができます。 

体温計 

非常に便利な体温計 紙芝居を読み聞かせするメモリア様 

麻  雀 
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１月２８日（金）１３：３０から食堂 

にてチームメモリア様のレクリエー 

ションが行われました。今月は「貧 

乏神と福の神」の紙芝居を見せて

懐かしい昔話を久しぶりに聞い 

て、利用者様と職員も和やかな気 

持ちになることができました。また 

メモリア様は紙芝居の読み聞かせ 

がとてもお上手で一人ひとりの方 

が登場人物になりきって感情豊か

見ることができ楽しい時間を過ご 

チームメモリア様いつもありが 

    ２月１３日（水）午後１時３０分より 

麗扇会の皆様が踊りを披露してくだ 

さいました。 

   「島田のブンブン」「新さんさ時雨」 

「野崎小唄」や「大忠臣蔵」と題した 

４曲続けての大作もありました。 

    平成３１年２月２１日（木）午後、デイサー 

ビスでは手作りおやつでした。今日はチョコ 

蒸しパンとアップルティーです。アップルティ 

ーはりんごの香りづけではなく、紅茶にりん 

ごを入れて一緒に蒸らしました。蒸しパンの 

                                                材料を混ぜ合わ 

                                                せる途中は、ご利 

                                                用者様に手伝っていただき泡だて器で混ぜてもらっ 

                                                て生地がなめらかになっていきました。それからチョ 

                                                コチップをたくさん入れました。チョコチップが入ると、 

                                                デイサービスフロアが甘い香りで充満。カップに生地 

                                                を流し込み、蒸し器で数分。ガスボンベのガス欠トラ 

                                                ブル も乗り越え、無 

                                                事蒸し上がり、いちご 

                                                のトッ ピング。「チョコ 

                                                だから、カップも生地 

                                                も茶色ではなく、カッ 

                                                プは白い方が良かっ 

                                                た。」と、ベテランなら 

                                                ではの感想をつぶや 

                                                く小池主任。蒸し加減  

                                                も、多くの方に監督されながらまんべんなくおいし 

                                                く出来上がった蒸し パンは、アップルティーと一緒 

                                                                                                     に提供されました。 

                                                                                                     皆さん「おいしい、お 

                                                                                                     なか  いっぱい」と大 

                                                                                                     好評です！調理する 

                                                                                                     ことも食べることも、 

                                                                                                     とても楽しみです。 
 
                                                                                                        

    岐阜では「薄墨桜」「臥龍桜」 

「荘川桜」など桜の名所が多く 

がありますが、今年は友和苑 

指定天然記念物として「ともが 

木」の桜が早くも満開となりま 

した。職員が工夫して特養１階 

のケアステーション前に大きな 

桜の木に花を咲かせました。 

    今年は、暖かく春の訪れも 

早くなるかもしれません。 

今から、楽しみですね。 

扇子を使った踊りでも、しなやかに女性ら 

しい動きのものや、凛々しく男らしい動き 

のものがあり、それぞれ違った雰囲気を 

表現されていました。 

    入所者や利用者の皆様は、知っている 

曲の時には手拍子をしたり、体を動かした 

りと見入っておられました。 
 

チョコ蒸しパン 

共同作業で調理 

蒸しパンとアップルティー 

踊りを披露する麗扇会 

麗 扇 会 

調理する利用者様 

踊りを披露する麗扇会 

Ｑ＆Ａ 
Ｑ：身体が不自由な高齢 

者の方は、どのようにし 

てお風呂に入るの？ 

Ａ：友和苑には様々な機 

械浴があります。今回は 

寝台（ストレッチャー）浴 

を紹介します。 
    この風呂は、寝ている状態のまま入浴できる 

機械です。奥にあるストレッチャーの部分がス 

ライドするため高齢者の方も安心して湯に浸か 

ことができ 

ます。 

やはり、日

本人ですか 

らゆったりと 

湯に浸かり 

たいもので 

すね。 
ストレッチャー浴 

アップルティー 



日 曜日 日 曜日

売店 10：30～

習字教室 13：30～

ジャズダンスショー 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）

13：30～

売店 10：30～

カラオケ教室 13：30～ 手作りおやつ（デイサービス） 13：30～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り協議会（清掃） 9：15～

13：30～

ボランティアフレンドリー 10：15～

ハンドマッサージ 13：30～

傾聴ボランティア 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

年忌法要（チームメモリア） 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～

お茶会（デイサービス） 13：30～ 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～
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行　事　予　定 行　事　予　定

1 金 16 土

2 土 17 日

3 日 18 月

4 月 19 火

5 火 20 水

6 水 21 木

7 木 22 金

8 金 23 土

9 土 24 日

10 日 25 月

11 月 26 火

12 火 27 水

13 水 28 木

31

14 木

土

日

29 金

15 金 30

  ３月・・   ６日（水）１４日（木） 
  ４月・・   ３日（水）１６日（火） 

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） 

用者様に手伝っていただき泡だて器で混ぜてもらっ 

て生地がなめらかになっていきました。それからチョ 

コチップをたくさん入れました。チョコチップが入ると、 

デイサービスフロアが甘い香りで充満。カップに生地 

を流し込み、蒸し器で数分。ガスボンベのガス欠トラ 

岐阜では「薄墨桜」「臥龍桜」 

 

した。職員が工夫して特養１階 

のケアステーション前に大きな 

１２日 お楽しみ食事会 

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） 

認知症を防ぐ食べ物 

脳を活性化させる驚きの食品、ブレインフーズ 

（脳の食べ物）とも言われ、ホスファチジルセリ 

ンという成分が含まれていて脳の細胞膜を柔 

らかく保つはたらきがあります。 

大 豆 

日本テレビ「世界一受けたい授業」より 


