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今夏、特養の玄関前にて「ひまわり」「ゴーヤ」
を育てました。入居者様が、ひまわりの開花を
喜んでおられる様子です。
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　入居者様お一人おひとりがスタンプラリーカードを片

手に、「お菓子釣り」「射的」「ヤシの木玉入れ」「カフェ

コーナー」などを回りました。

　夏ならではの涼を感じていただくブース「ゾンビとパ

チリ」では、ゾンビに扮した職員と一緒に写真を撮りま

した。怖がられたり面白がられたりといろいろな方がお

られ、とても盛り上がりました。

　苑内が夏祭り一色に染まりました。

食堂の中が明るくなるよう、見上げる
高さに吊り下げました。首の運動にも
なっているようです。毎年少しづつ花
を増やしていきたいです。

色とりどりの鯉のぼりを、画用紙で作
りました。並べてみるとそれぞれの鯉
に表情があります。いつも元気をも
らっています。

夜空に浮かぶ天の川、その両岸に織姫
と彦星が逢いに来ている様子をイメー
ジしました。入居者様のはさみ使いが
とても上手でした。

新型コロナウイルスの収束を願い、明
るいイメージの漢字に、折り紙をちぎり
色とりどりに貼っていただきました。

ペットボトルのキャップを、色とりどり
のお花紙で包み、紫陽花を作りまし
た。出来上がった紫陽花を廊下の両側
に貼り、紫陽花ロードと名付けました。

ご利用者様に作成していただいた花火
の切り紙を、大きな模造紙にまとめ、
一つの作品にしました。夜空に、たくさ
んの花火が打ち上がりました。

色とりどりのあじさいを入居者様に
作っていただきました。完成すると「綺
麗やねぇ」と笑顔で話されている姿が
印象的でした。

１つの空間となり、
ご家族様と入居者
様がゆったりと面会
をしていただけるよ
うになりました。

七夕に合わせて「天の川」の壁画製作
☆彡　皆様の想いが詰まったとても良
い作品に仕上がりました。

入居者様の個性あふれる作品集です。
お一人おひとりの文字に繊細さや力強
さを感じます。

藤　棚 鯉のぼり 七　夕

コロナ退治

紫陽花ロード 花　火

紫陽花 願いを込めて 習字教室作品

特　養

デイサービス

グループホーム

新しくなりました！

面接室
入居者様の安全面に
配慮し、ボタン式自動
ドアへ変更しました。

ボタン式自動ドア

8/13 職員がプロデュース！手づくりの夏祭りを開催

　デイサービスでは、ご利用者様と職員による盆踊りから夏祭りがスタート。音楽がかかると自然

と手が動きはじめ、皆さん楽しそうに踊っておられました。ゲームコーナーは、職員の写真を的に

した射的や、手作りの金魚すくいで大盛り上がりでした。夏祭りのフィナーレには、大型スクリー

ンでの花火大会を鑑賞していただきました。

　たくさんの笑顔を写真におさめることが

できました。

8/25 ご利用者様とともに！夏祭り 盛り上がりました⤴

ゾンビとパチリ

苑内に展示中の作品紹介苑内に展示中の作品紹介苑内に展示中の作品紹介

夏祭り夏祭り
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　　　　　鮭 ２切、しめじ １パック（100g）、玉ねぎ 1/2個、

　　　　　大葉 ２枚、塩コショウ 適量、片栗粉 適量、サラダ油 適量

　　　　　★ オリーブオイル 大さじ１、しょうゆ 大さじ１、

　　　　　　 砂糖 小さじ２、レモン汁 大さじ２　　　　

　

❶　鮭に塩コショウをし、10分程度おく。

❷　しめじは石づきを切り落として手でバラバラにし、玉ねぎは薄切

りにする。

❸　鮭を10分程度おいたらキッチンペーパーで水分をとり、ひと口大

に切り、片栗粉をまぶす。

❹　★の調味料を合わせておく。

❺　フライパンにサラダ油を熱し、❷を炒め、火が通ったらボウルに

入れ、❹で和えておく。

❻　❸をフライパンで焼き、❺で和える。

❼　皿に盛り付け、千切りにした大葉を乗せたら完成。

ヘアカット後、「ありがとう」と声をかけていただいたり、

にっこりと手を合わせていただいたりしてくださることが

私の働きがいや幸せにつながっています。これからも、た

くさんの笑顔のために続けていきます。

家業であるカー用品の縫製業のかたわら、当法人で働

いています。入居者様の身体に合わせた“枕”を作るこ

とは時間も要しますが、家業と両立しながら続けてい

きます。

「今日、堀川さん出勤してますか？

　　　　　　ちょっと散髪してほしいな。」と

入居者様からリクエストされるほどの腕前です。

ご協力ありがとうございました

道関沙織理様
吉川アキコ様

ボランティア ご寄付・ご寄贈

寄付　水引細工

寄付　マスク 寄付　パッチワークキルト

皆様方の温かいご支援に、
　　　　　心より厚く御礼申し上げます。

（個人情報保護のため、お名前の掲載は控えさせていただきます。）

お酢の代わりにレモン汁を使った優しい酸味が特長です。

まだまだ暑い日が続きますが、食欲のない日でもさっぱりと

食べやすく、秋を感じられるようなレシピです。

水引で 作った 色 鮮 や か な

「ティッシュケース」と「菓

子皿」のご寄付です。入居者

様の居室などで使わせてい

ただきます。

手づくりの大判ハワイアンキルトをいただきました。デイ

サービスセンターのソファーにて使用しています。赤色を

基調とした南国風の絵柄に室内が明るい雰囲気になりまし

た。

新型コロナウイルスの影響によりマスクの品薄状態が続い

た際、サージカルマスクや手づくりマスクの寄付をいただき

ました。入居者様、ご利用者様、職員の感染予防のために

大切に使用させていただきます。

大規模な地震では火災も起きやすく、職員は通報・消火・避難誘

導・救護などスムーズに行う必要があります。いざという時に動揺

することなく行動できるよう訓練を行いました。

特 技 ヘアーカット

所有するロックミシンを使い、いろいろな

形状の枕を製作。一人ひとりにあわせた、

ポジショニング枕として活用中です。

特 技 ロックミシンがけ

電動工具を操り、連日施設内外の営繕に

大忙し！ まるで職人さんのようです。

特 技 D I Y 日曜大工

自らの特技を仕事に活かしている職員を紹介します。

12年前に喉頭がんを患った後に就職しました。声を失っ

た私に何ができるか不安でしたが、介助業務に加え、置

き棚や食卓用シールドなどを作っています。これからも、

できることを続けていきます。

《鮭としめじの和風マリネ》

皆様の“温かい気持ち”に、心からの感謝を申し上げます。
誠にありがとうございました。

材　料

作り方

特別養護老人ホーム宝珠苑

介護職　堀川邦子さん

特別養護老人ホーム宝珠苑

介助員　竹 川　強さん

グループホーム宝珠の郷

介助員　長屋有祐さん

野
路仁美さんの管

理栄養士

地震想定避難訓練地震想定避難訓練6/19
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　残暑見舞いを申し上げます。新型コロナウィルス感

染症や豪雨災害などにより未だ社会情勢に不安はあり

ますが、1日も早く安穏な世の中になることを願うばか

りです。

　生活面では新しい生活様式にも慣れてまいりまし

た。時節柄、くれぐれもご自愛ください。

　　　　　　　　　猪島、斉藤、竹内、戸田、日浦、藤田

　1年半の間、育児休業をいただき、令和２年５月16日に職場復帰

を果たしました。

　男性として育児休業を取得したことで、子供を産み育てるという

のがどれだけ大変か、妻と一緒に共有することができました。まだ

まだ女性に比べ、その大変さの半分もわかってはいないと思います

が、子育てに関し、夫婦で共に考えていかなければならないと感じたことが、この休業を通して

得られた１番大きな収穫でした。

　仕事に復帰し、介護は育児と違い１対１ではなく、どうしても１対複数になってしまい、改め

てその大変さを感じました。新人の頃を思い出しながら、精一杯頑張っていきます。

編 集 後 記

宝珠苑

http://houjuen.org/

早く仕事に慣れるよう頑張ります。

よろしくお願いします。

豊 岡  亜 希
特養介護職

趣　　味：ＴＶ観賞・食べること

血 液 型：B型

長　　所：ポジティブ思考

座右の銘：明日は明日の風が吹く

育児休業取得＆職場復帰
男性職員 初!!

育児休業取得＆職場復帰

「求人Web説明会」

に参加するにあたり、

事務職員が中心となっ

て制作しました。来年

春に向けて介護職員を

募集中！宝珠苑の良い

ところを紹介していま

す。ぜひご覧くださ

い。

８月 24 日（月）、グループホーム宝珠の郷の大久保麻琴
管理者が認定看護師を養成する福井大学の教育課程の
１コマに招かれ、「認知症高齢者のケアマネジメント」に
ついて講義しました。

男性職員 初!!

採 用 職 員 紹 介採 用 職 員 紹 介

堂々と！堂々と！求人用宝珠苑ＰＲ動画
制作の紹介

求人用宝珠苑ＰＲ動画
制作の紹介

谷川泰之さん

特養介護職

当苑ホームページの採用情報よりご覧ください


