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みんな笑顔でワッショイ、ワッショイ !!
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大きな桜のオブジェを作りました！

どちらが勝っても大きく手を挙げて
“ばんざーい”

川西中学校の桜や花ももの里
へ出かけました。 デイサービス玄関先のプランターへ花を移植しました。

ダンディ＆キュートに大変身！
本郷地区の松並様が、紙芝居など
を披露して下さいました。

たくさんのメニューに取り組んで
いただいています。

バウムクーヘンなどの5種類のおやつ
の中から選んでもらいました。色とりどりの花を植え付けました。ベランダでの昼食は、また格別です。 職員と一緒に地区の防災訓練に参加しました。ご家族様と楽しそうに話しておられました。

4月

5月

4月
5月 6月

4月4月

4月

6月 7月 7月

6月

5月
お花見ドライブ

ミニ運動会

ピクニックランチ
おやつバイキング

花壇づくり オンライン面会 福井市総合防災訓練

お花見ドライブ

ファッションショー
紙芝居 レクリエーション

プランターづくりオブジェ制作

プレゼント渡しリレー！何が入って
いるのかな？？

5月
プレゼントリレー

習字教室
好きなお手本を選んで書いていただ
いています。真剣に取り組んでいる様
子が伝わってきます！

満開の桜の前に思わず笑みがこぼれました。

特　養 デイサービス

グループホーム

４月～

８月

４月～

８月

8月
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　デイサービスでは、日日草やダリアなどのほか、今年初めて朝顔を
植えました。とても華やかで、季節を感じます。

　グループホームでは、入口花壇にケイトウ、
サフィニア、ペチュニアなどを植えました。小
さな花びらが可愛らしいです。

　グループホーム玄関横の畑では、きゅうり、トマト、カボチャ、さつまいもなどを育ててい
ます。できた野菜は食事やおやつづくりに使います。さつまいもは入居者様と一緒に収穫す
る予定です。今から楽しみです！

　宝珠苑の正面玄関前や食堂横では、百日草や
ビッグひまわりが元気に花を咲かせています。

お花たち

おやつづくりおやつづくり

風船バレーに挑戦。おおいに盛り上
がりました！

モグラたたきならぬ、
ワニ叩きでストレス発散？！

職員手製のお神輿と一緒に、
にっこり。

大きなスイカをいただきました。とっても
美味しく、みんな笑顔になりました。

折り紙を切ったり願い事を書いたりして、
飾りつけしました。

短冊に願い事を書き、七夕の塗り絵
と一緒に壁に飾りました。願い事が
叶うといいですねー(^^)/

童心に帰り、狙い撃ち！

棗OBAN太鼓の皆さん来苑。近くで聞く太鼓は迫力
満点でした。

チョコバナナのおやつ
に、「初めて～」と大満
足。

金魚や朝顔を貼って、オリジナル
うちわを作りました。

デイサービス

三つのおいなりさんを、ペロ
リと召し上がりました。

甘納豆入りのふわふわ蒸し
パンに、生クリームをのせ
て。大満足のおやつでした。

だしのきいた茶碗蒸し。ほうれ
ん草や花ふを入れて、見た目も
可愛く美味しくできました。

カステラの生地をピンク色
にしてつくりました。可愛く
出来ました♡

いろいろな大きさの団子が
出来ました。モチモチとして
美味しかったです！

フルーツをたっぷりとのせ
た豪華なパンケーキが出来
ました。

チーズがとろけた焼きたて
をいただきました。

口の中でふわっととろけて、
優しい甘さの抹茶ムースに
仕上がりました。

いなりずし

甘納豆入り蒸しパン

手作り茶わん蒸し

抹茶のムース

カステラアラモード

白玉団子のこしあん添え

フルーツパンケーキ

ピザトースト

グループホーム

手づくりした昼食やおやつの味は格別です！
皆さんの笑顔も弾けます(^^)

5/27
ビッグひまわり
の種植え

6/29
ビッグひまわり

7/14
ビッグひまわり

8/11
ビッグひまわり開花

5/27
ビッグひまわり
の種植え

6/29
ビッグひまわり

7/14
ビッグひまわり

8/11
ビッグひまわり開花

宝珠苑を彩る

きゅうり トマト カボチャ さつまいも

デイサービス

夏祭り

七夕会

グループホーム
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　今年の夏も暑い日が続きました。皆様はどのような

暑さ対策をして過ごされましたか？残暑のみならずコ

ロナで心配な日々が続いています。適度に身体を動か

しながら健康を管理していきましょう。

　　　　　　　　齊藤、澤﨑、竹内、土山、松羅、向川

編 集

後 記

インスタ始めました

感染症予防内部研修5/24

6/17

7/4

7/5

7/14
7/15

8/23

　感染症予防対策委員会が中心となり、図上訓練を行
いました。職員一人ひとりがどのように動けばいいか
を考える貴重な機会となりました。改めて、日ごろから
の備えとチームワークが大切だと感じました。

オンライン交流会

　大安寺小4年生の子どもたちと
オンラインで交流しました。歌や
なぞなぞ、体操な
どを一緒に行い
ながら、子どもた
ちから元気をも
らいました。

紙芝居

　本郷地区まちづくり委員会
の松並様がボランティアに来
てくださいました。紙芝居を鑑
賞したり、一緒に歌ったりし
て、とても楽しい時間を過ごす
ことができました。

認知症サポーター養成講座

　鷹巣小4年生の子どもたち
に、養成講座を開きました。
　１．おどろかせない
　２．いそがせない
　３．こころをきずつけない
の、3つの「ない」をしっかり
と学んでもらい、実演しても
らいました。ご協力いただい
た地域の方をはじめ、先生
方、ありがとうございまし
た。

セミナー「成年後見制度」

　成年後見サポートセンターぱあとな
あ福井の金森様より、「権利擁護からみ
る成年後見制度」について講義をうけ
ました。成年後見人の仕
事の内容、手続きの流れ
などを学ぶことができ、
知識が広がりました。

ヨガ教室

　ヨガスタジオ柳田様より免疫
力アップのための体操を教わり
ました。２回目とあって前回より
はハードな動きでしたが、先生の
面白いトークもあり、とても楽し
い時間となりました。

セミナー「高齢者の食事」

　㈱クリニコ様を講師にお招き
してセミナーを開催しました。演
習では“とろみ”のつけ方を再確
認することができました。これか
らも、安全で美味しい食事の提供
に心がけてい
きます。

職場内研修 地域の方々との交流

困っているおばあちゃんに
優しく声をかけます

お手伝いしましょうか？

日々の様子を紹介しま
す。ホームページのブ
ログ・お知らせととも
にご覧ください (^^)

結婚しました

これからもお互いを
思いやり温かい家庭を
築いていきたいです。

デイサービスセンター
介護職

辻 　由依 さん


