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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 

    ３月１８日（月）１３：３０にギャ 

ラクシー池田の皆様がジャズダ 

ンスショーを披露しに来てくださ 

いました。 

    ジャズダンスとは、音楽に合 

わせ身体全体で表現する踊り 

だそうです。桜にまつわる曲や 

朝ドラの主題歌などのJ-POPを 

中心に7曲踊ってくださいました。 

    平成３１年３月９日（土）ぽかぽか 

陽気のこの日、友和苑の正面玄関 

前で毎年見事な花を咲かせてくれ 

るサクランボの木が、今年も満開に 

なりました。 

お花見 
明日は雨の予報。今日のうちにデイサービスご利用者と職員全員 

でお花見です。風もなく、天気に恵まれました。ご利用者の皆様よ 

り「デイサービスの送迎バスから見えるあの桜の木が見たい！」と 

リクエストもありました。昨年もこのサクランボの木のお花見を楽し 

まれた方は、今年も待っていらっしゃったそうです。実際に枝を持っ 

てみたり、匂いをかいでみたりされる皆様に「いつもと違った面が 

見られてよかったわ」と職員も大満足です。お向かいのサクランボ 

の木のお花見は毎年恒例になっています。いつもひと足早く春を 

満喫させていただいてありがとうございます！来年もお花見を楽し 

みにしています。 

衣装替えの時間にはじゃんけんをして、手の運動もしました。始めはジャズ 

ダンスがどういったものかよく分からなかった入所者の皆様も曲ごとに変わ 

る衣装や、指先までしなやかに動く腕、高く上がった足に見惚れてみえまし 

た。感想を聞かれると「キレイやった！」「元気になった！」と嬉しそうに答え 

ていました。また来ていただいて、華やかな踊りが観たいですね！ 

曲に合わせて 

軽快にダンス 

を披露 

艶やかな衣装で 

華麗なダンスを 

披露 

春の陽気に笑顔の利用者様 

満開の花を見ながらピース 

素晴らしいダンスをありがとう 
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    ２月２６日（火） 午後 毎月 

楽しみにしているメモリア様の 

レクリエーションの時間です。  

    ３月１２日（火）１５時３０分からデイ 

サービスにて、つくしのはかま取りを 

しました。職員の家の近くにたくさん 

生えているそうで机の上には山積み 

にしてありました。皆さん手慣れた手 

つきで次々と剥いていっていました。 

どのように調理して食べるのか尋ね 

ると、「卵とじ！」と答えてくださいました。つくしは、他の野菜に比 

べビタミンＣやＥ・カロテンを多く含んでいます。ただし、下処理をす 

るとはいえ灰汁の強いものなので多量に摂取すると体によくありま 

せん。春の味覚をちょっと味わうぐらいがいいのかもしれませんね。 

    ３月１２日（火）は春のお楽しみ 

食事会がありました。今回の食事 

会のメニューは牛肉コロッケ、ほう 

れん草のソテー、カリフラワーのわ 

さびドレッシング和え、ご飯、特別 

の一品料理は豚汁でした。 
 

衣装替えの時間にはじゃんけんをして、手の運動もしました。始めはジャズ 

ダンスがどういったものかよく分からなかった入所者の皆様も曲ごとに変わ 

高く上がった足に見惚れてみえまし 

た。感想を聞かれると「キレイやった！」「元気になった！」と嬉しそうに答え 

お楽しみ 

      食事会 
    大きなお鍋に豚肉、人参、大 

根などの具材を入れて煮込み職 

員が一杯ずつお椀によそい利用 

者様に提供しました。たくさんの 

具材で栄養満点、職員の愛情が 

詰まった豚汁は利用者様にとて 

も好評でした。利用者様からは 

「おかわり下さい」「もっと食べた 

いな」の声が聞こえました。 
 

美味しいお昼ご飯に利用者 

様の心も体も温まったと思い 

ます。 

    次回のお楽しみ食事会の 

メニューも楽しみですね。  

豚汁を取り分ける職員 

美味しく豚汁をいただきました 

綺麗にはかまを取る利用者様 

ワイワイとはかまを取る利用者様 

Team メモリア 
    今月はグランドゴルフ風のレクです。 屏風型になった得点パネ

ルにめがけてボールを打ち込み、点数を競います。 スティックが 

軽いので車いすに座りながらでも参戦することが出来ます。 利用 

者のみなさんは、高得点のパネルに狙いを定め、元気よくスティッ 

クを振ります。 うまくパネルに充てることが出来ると、皆さんから

「上手や！」と歓声が上がります。 若かりし日にやったことのある 

ボーリングに似ていたのか、「私の順番は来たかね？」と 

聞く場面も。 軽やかな音楽に乗って順番に競技に参加し、 

小春日和の午後を楽しく過ごすことができました。  
 

高得点を目指してナイスショット 

見やすいように工夫された的 

友和苑で一番早く春を感じることが 

できる最高の眺めです 
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    ２月２８日（木）１３時３０   先生 

がおみえになる前から、利用者 

の皆さんは大食堂に集まって準 

備万端で始まったカラオケ教室。 利用者の十八 

番の曲を次々に選曲していくので、すぐに順番が 

     平成３１年３月１０日（日）午後２時よりデイサービスフロアでは、 

カルタ取りと麻雀のレクリエーションがそれぞれ行われていました。 

     カルタは、「お勝山」の地名の由来や、「ソフトピアジャパン」など 

大垣の名所が盛り込まれている、聞いているだけでも面白いカル 

タでした。 

     麻雀は、今回友和苑にご寄贈いただきました新品のマット、台、 

そして麻雀牌を使用した対戦でした。デイご利用者、ショートステイ 

ご入所者、そして職員で一局。前回はマットの端を押さえながらの 

対戦でしたが、今回は集中して取り組まれていました。記念すべき 

一勝目は職員！麻雀が好きな方は、ぜひご参加ください。  

回ってきます。 皆さん歌が好きなようで、手拍子をしながら楽 

しく参加。 「誰の曲？」「北島三郎だね」と話も弾み、「懐かし 

いね」と隣の方と話しながら聴いていました。 星影のワルツ 

（千正夫）や十和田湖（北島三郎）などを、こぶしを効かせな 

がら歌われる姿はまるでプロのようです。 先生が一緒に歌っ 

てくださったり、アドバイスも聞けます。 

    カラオケに興味のある方はぜひ、カラオケ教室のある日の 

ご利用をお待ちしております。  

様の心も体も温まったと思い 

 

十八番を歌う利用者様 麻 雀 

麻雀を楽しむ利用者様と職員 

職員が読み上げて札を取る利用者様 

    平成３１年３月１６日（土） 

９時４０分より、グループホ 

ームともがきにおいて夜間 

を想定した避難訓練を行い 

ました。午前２時に２階か 

ら出火したと想定して訓練 

を行います。ともがきの夜 

勤者は各フロア１名ずつの 

２名です。訓練も２名で行い 

ました。併設されているグル 

―プホームですので友和苑からも２名 

の職員が応援に駆け付けて訓練を行 

いました。訓練後は村田施設長からの 

総評と運営推進会議にて訓練につい 

ての話し合いを行いました。地域の方 

の協力や災害発生時のアドバイスなど 

様々な意見を聞くことができました。 

     災害に備えて少しずつ準備を進め 

たいと思います。 

職員の誘導で避難する利用者様 

運営推進会議における話し合い 訓練後に総評する村田施設長 

カラオケ教室を楽しむ利用者様 



日 曜日 日 曜日

辞令交付式 9：00～ 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） 12：00～

売店 10：30～

カラオケ教室 9：00～

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 10：00～ 喫茶ともがき 10：00～

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～

お茶会（デイサービス） 13：30～ カラオケ教室 13：30～

売店 10：30～

売店 10：30～ 西濃明るい社会作り運動協議会（清掃） 9：15～

ボランティアフレンドリー 10：15～

ボーイスカウト来苑 13：30～

習字教室 13：30～ 喫茶ともがき 10：00～
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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

火

29 月

15 月 30

  ４月・・   ３日（水）１６日（火） 
  ５月・・   ８日（水）１６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） 

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。いつでもご連絡下さい。 

ＴＥＬ ８８－１５６７（吉岡） 

認知症を防ぐ食べ物 

日本テレビ「世界一受けたい授業」より 

玄米 
“加齢によるサビを防ぐ強力な効果”老化とは細

胞が「サビていく」（酸化）ことによって引き起こさ

れる現象です。脳の老化を防ぐために、玄米や 

米ぬかに含まれるポリフェノール（フェルラ酸）を

体内に取り入れましょう。 

皆さん歌が好きなようで、手拍子をしながら楽 

先生が一緒に歌っ 

 


