今年の敬老会は、新型コロナウイル
ス感染症予防として、三密を避ける
為、例年とは違い、式典にはお祝い対
象者様のみ参列して頂きました。式典
では理事長・施設長より挨拶・お祝い
の花束贈呈・写真撮影を執り行いまし
た。
ケアハウス介護型では職員からひ
とり一人にお祝いの言葉を送り、皆で
歌を歌いました。多機能ホームでは職
員がダンスを披露しました。
昼食時には、厨房職員が腕を振るっ
た『お祝い御膳』をご用意させて頂き
ました。味が良いと皆様から好評で嬉
しく思います。
《今年のお祝い対象者》
古希１名、喜寿 名、傘寿１名
米寿 名、卒寿 名、白寿１名
誠におめでとうございます。
7
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今年の十五夜は 月１日です。ケアハウス
では、お月見団子作りを行いました。黄色の団
子 の色 はかぼ ちゃ を練りこ んで います 。団 子
を たく さん丸 める 作業をし て頂 きまし たが 、
手 早く てすぐ に団 子が出来 上が りです 。飾 り
だけでなく、皆で美味しく頂きました。
多機 能ホー ムで は、抹茶 あん みつを つく り
ました。エプロン姿が様になっていますね。
もちろん、味は大好評で残食ゼロでした☆
１０

２４

冬に入りコロナ感染拡大
が増し「第３波」といえる状
況です。県内も多くのクラス
ターが報告されています。乾
燥するこの時期はウイルス
にとって好環境で生存率が
高いことも原因でしょうか。
加湿器による乾燥対策が重
要です。

が
コロナ感染予防の救世主

D

ビタミン はインフルエンザ等のウイルス感染症に有効
であると知られており、ビタミン が充足している人はコ
ロ ナ に 感 染 し に く く 重症 化し に く い と の 事 例 が 報告 され て
いるようです。ビタミン を補給するにはどうしたら良い
でしょう。サプリメントを飲むことも良いでしょうが、イワ
シなどの魚、キノコ類に多く含まれています。
そして、なにより体内にビタミン をつくる為には、日
光浴が最適です。人との密を避けつつ、ぜひ屋外に出て、太
陽の日を浴びる時間をつくりましょう。

D

月 日は「うん
どうかいごっこ」
練習してきた「はじ
めての炭酸」というダ
ンスからスタート。か
けっこでは小さな新
しいお友達がヨーイ
ドンする時、みんなで
頑張れ！と応援しま
した。次の競技はコン
テナに果物を入れて、
よいしょ、よいしょと
引っ張ります。
見ているこちらも手
に力が入りますね
（笑）
。
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編集後記 今後もコロナウイルス感染防止対策をしっかり対応しながら、皆
様に楽しんで頂ける行事を工夫して実施していきたいと考えております。

D

入居者 様のご家族よ り渋柿を沢 山頂きま し
た。それを入居者様と一緒に皮を剥き、一つず
つ紐で縛って干し柿を作りました。
あらら？干した柿の数が減っていますよ。
柿が熟すのを待たずに味見したのかな
熟した干し柿は 、みんなで堪能させて頂 きま
した。自然な甘さで美味しかったです。
「また
食べたいな。」との声が多く聞かれました。

２５

月 日・ 日、富
士根北公民館公民館
まつりが開催されま
した。今年も多機能ホ
ーム利用者様、ケアハ
ウス入居者様にご協
力頂き、個人作品や共
同作品を展示させて
頂きました。今年の作
品は、刺繍、編みぐる
み人形、油絵、貼り絵、
パズル、陶芸、絵葉書
等々、皆様が思いを込
めて作られた作品は
どれもとても素晴ら
しかったです。
来年はどんな作品展
示がされるのか、楽し
みですね。興味ある方
は作品出品をご検討
くださいね。目標を掲
げて、ご自分の作品作
りに挑戦してみては
いかがでしょうか？

D

！？

１０

７月７日は〈七夕の会〉。お家の人と
子 ど も の 願い を １ 枚ず つ短 冊 に 書い
て笹に飾りました。
七 夕 っ て なぁ に ？ →織 姫様 と 彦 星様
がね・・・とペープサートでお話。そ
の後《みんなのおねがい》という絵本
を読みました。
あいあいのみんなのお願いも、お星さ
ままで届きますように！！

れて楽しいひと

剣で、笑顔も見ら

作業中は皆様真

たようです。

しさを感じられ

童心に返り、懐か

した。

書いてもらいま

と短冊に思いを

七夕の飾り作り

第 11 号
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フロアー入口に笹を立て、思い思

いに書いた短冊を皆様で飾りま
した。

今年はコロナウイルスの影響か

らか、自分の健康、家族やまわり

の方の健康をお願いすることが
多かったです。

どうか、皆様の願いが天まで届

が読み、熱心に聞いてくださいました。

最後に『七夕』にまつわる紙芝居をスタッフ

想をいただきました。

ご利用者から『綺麗だね』
『美味しいよ』と感

七夕ゼリーを作りました。

へ飾りつけを行い、
『天の川』をイメージして

皆さん一人ずつ短冊を書きました。当日は笹

七月六日に七夕行事を行いました。

き、叶いますように…。

多機能ホーム

七夕特集
ケアハウス２階

恩心会 HP
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そうめん
おいなりさん・そうめん

ちょっとためになる

介護保険情報

「
介護認定の度合（
介護度）
は、どうやって
決まっているの？」

介護認定の基本的な尺度の基準は、障害や

病気の重さではなく、日常的な動作や物忘

れなど生活の不自由さが生じる事により、

一 日 に ど れ だ け 介 護 の 時間 が か か っ て いる

のかで、介護度の重さが（介護度）が決定し

美味しくて 自(画自賛 大)好評でした！笑
顔で「本当に美味しかったよー」と利用

始めると無言で召し上がり 笑( あ)っとい
う間に完食。目で楽しみ、どれも本当に

ったいない」と盛り付けに喜ばれ、食べ

は旬のスイカです。「わー♪食べるのも

スタッフ手作りの茄子の煮物、デザート

込めた

の麩をのせました。おかずは

盛 っ たそ うめ んに は夏 らし く ☆と 愛を

手 作 りお いな りさ んと 本物 の 竹の 器に

ュー『おいなりさん＆そうめん』でした。

多機能ホーム、６月末の昼食は特別メニ

どありましたら、介護支援専門員（秋田谷淳

サービスを利用する中でフッとした疑問な

なかなか介護保険制度は難解です。

さが重くなる仕組みです。

は、介護を受ける時間が生じる為介護の重

子供達に探してもらっているの」という方

逆に「最近忘れっぽくなって、よく財布を

度は軽くなる仕組みです。

介護を受ける時間がないため、その分介護

トイレも自分で行けています」という方は

まったけれど、一人でお風呂に入れるし、お

「私は脳の病気で半身が不自由になってし

ですので・・・

お腹の中…なのでした。

達、ほとんどがはくびしんの

最後に、かたくり農園の野菜

期待！

す。今後のイベントにこうご

かたくりの里の行事委員で

画し楽しませてくれたのは、

負けず様々なイベントを企

猛暑にも負けず、コロナにも

なっています。

のイベント盛りだくさんに

今回のかたくり通信では、夏

かたくり農園

者 様 から 感想 をい ただ きス タ ッフ 全員

ケアマネジャー）がおりますので気軽に相

ます。

とても嬉しかったです。

談してください。

編集後記

ジ メ ジメ 梅雨 もコ ロナ も吹 っ 飛ぶ 夏の
風物詩を楽しみました。

５月５日は こどもの日
５月１日は子どもの日の会でした。
４月半ばか ら♪こい のぼ り♪の歌を うたっ
て当日みんなの気持ちはこいのぼり！
子どもの日 は子ども たち みんなが元 気に育
ち大きくなったことをお祝いする日です。
先生のお話を聞く表情は真剣。
その後、「こいのぼりくんのさんぽ」とい
う楽しい本 を読み自 分が 作ったこい のぼり
を持って、記念撮影！

た時間でした。

てんやわんやの

入居者様。とても賑やかで和気あいあいとし

スタッフと、美味しいと喜んで食べて下さる

麵が伸びないようにと

具材はキャベツとたまご。

味は塩味と味噌味それぞれお好みで。

で手作りし食べて頂きました。

スタッフが腕を振るいフロアのキッチン

老若男女みんなに好まれるラーメン。

ラーメンパーティーを行いました。

ケアハウス一階では昼食に
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ピカピカの子供たちでした。

おやつは美味しいね』と表情まで

『ピカピカの手で食べる

手の隅々まで綺麗にあらいます。

♪きらきら星♪に合わせて

みんなが知っている

子ども達に『手洗い指導』をしました。

アンパンマンのパネルシアターを使い、

感染症から身を守るため看護師が

手洗い指導
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５月⒒日に『母の日』のお祝いを行いました。
御祝い膳を食べながら、日頃の感謝の気持ちを伝える
ことができ、笑顔いっぱいの皆さまでした。
６月には『父の日』も行います。
スタッフ一同、皆様の事が『大好きです』
いつまでも、元気いっぱい笑顔が素敵な皆さまで
いて下さいね。

天気の良い日は洗濯物干し

もしてくださいます。

編集後記

ってまいります。

ごして頂けるよう頑張

いよう笑顔で楽しく過

家族様が不安にならな

全にし、ご利用者様、ご

全員が感染症対策を万

かたくりの里では職員

かりです。

てくれることを願うば

ち着き、元の日々に戻っ

一刻も早く感染症が落

思います。

日々をお過しのことと

が立たない中、不安な

いつ終息するか見通し

から数か月。

染症が全国で拡大して

新型コロナウイルス感

みんなで仲良くひなたぼっこ

小規模多機能の紹介
小規模 多機 能っ てと ても 柔軟な サー ビス
が出来る事業所です。
通い、訪問、泊りのサービスを柔軟に組み
合わせ、住み慣れた自宅で生活が出来る様に
支援をします。
通いではここに来ると自分の役割がある、
仲間とお 話しが出 来る、 美味しい 食事があ
る、訪問では職員と一緒に食事作りや掃除、
自分の目で品定めが出来る買物が可能です。
また、２４時間緊急時や夜間でも訪問が可
能です。
泊まり はご 家族 が急 な用 事の時 や介 護疲
労がある時、また、ご家族が病気の際に、予
約がなくても泊まることが出来ます。
また、一人暮らしの方は熱があった時や不
安の時、泊りを利用できます。
２４時 間３ ６５ 日の 安心 の提供 が可 能な
ので介護 の為に自 宅を離 れなくて も住み慣
れたこの地域に暮らし続けられます。
最大の 安心 な点 は通 って も家に いて も泊
まっても顔なじみの職員がいることです。
気心知 れた 自分 をわ かっ てくれ てい る職
員が対応しますので一番安心です。
そんな多機能ホームかたくりの里、ぜひ見
学にお越しください。

（古郡裕美）

そして 本人 の望 む暮 らし をして みま せん
か・・・

配膳や御盆拭き。

粟倉保育園の⼦どもたちと芋ほり

富⼠根北⼩マラソン⼤会

がんばれー︕
ー︕

⼤きな⼤きなサツマイモをよいしょよい
しょと⼒を合わせて掘りました。

⼦供たちの頑張りにパワーをもらいました︕

初めての介護体験教室

忘年会

第９号

介護の『３K』ってご存じですか︖

感謝

感激 感動

がいただける素敵な仕事です。

初めての鍋パーティーと余興
皆さんに喜んでいただけるように奮闘︕

お好み焼き
作り♡

鈴カステラ
作り♡

ケ
ア
ハ
ウ
ス
１
階

体操して体をほぐしましょう❕
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⼀般の⽅に向けて介護体験を開催しました。

ア
多

ハ
機

ウ
能

⾃

型

ちびっこハウスあいあい

かたくり農園

現在 、休耕中です が粟倉地区 のｗさ

んと ⼀緒においし い野菜を作 る予定

２月３日 豆まき
『節分 は季節を分ける

です 。今年もおい しい⾃然の 恵みに

んの お⼒を借りて ケアハウス の皆さ

⽇でみ んな が健康で幸
て悪いもの を追い出す

期待しています。

教室を開催しました。

⽇。』

せに杉せる よう に願っ

編み物⼤好き、体験希

ｌ

した。

⼤号泣の⼦ども たちで

の象徴、⻤登場‼

あいあいに も悪いもの

だき、わきあいあいと

の先⽣⽅にご協⼒いた

望者さんが集合し２名

外部講師を招き編み物

内でできる企画として

います。その他、施設

出ツアー』を企画して

は、『図書館ツアー』『外

ケアハウス⾃⽴型で

⽴
ム

作品作りに挑戦しまし
た。

泣き⾍⻤、怒りん坊⻤、
⽢えん 坊⻤ 、おなかの
中の悪い⻤を退治でき
たかな♡

中⽌のお知らせ
令和 2 年 4 ⽉ 25 ⽇にかたくり祭りを
開催する予定でしたが新型コロナウイ
ルスの関係で中⽌となりました。当⾯
の間、ボランティア様の慰問、⽉ 1 回
のかたくりカフェも暫く間、中⽌とさ
せていただきます。
再開の時期が参りましたらご連絡致し
ます。今の時期を乗り越えていきまし
ょう。

せ。

皆さん、お⾝体には充分ご⾃愛くださいま

に⼀⽇でも早い終息を祈るばかりです。

者がみつかりましたが、このまま拡散されず

富⼠宮市内でも新型コロナウイルス感染

編集後記

⾏事予定

ス
ホ

多機能ホームでは、恒例のお菓⼦作りを⾏いまし
た。節分にちなんだお菓⼦。
⽢納⾖を使い、蒸しパンを作りました。
さすが主婦︕お菓⼦作りはお⼿の物。
ちゃちゃっと作っていきます︕
ほんのり抹茶の味、柔らかくふわふわした美味し
い蒸しパンを頂きました。

おに怖くないよ！

ケ

