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チューリップ見学
砺波のチューリップ畑までチューリップを見学
に行ってきました。ドライブの帰りには、クリー
ムソーダを飲んだりしながら、楽しいひとときを
過ごされました。

御車山会館見学
高岡市にある御車山会館の見学に出かけました。館
内には様々な展示品や体験コーナーがあり、皆様楽し
いひとときを過ごされました。

ホームページアドレスhttp://www.aruten.or.jp/ Eメールアドレスaruten-akamaru@galaxy.ocn.ne.jp
※ホームページでもご覧いただけます。ご意見をぜひお聞かせ下さい。

日 常の
足

湯

お湯を使わず岩盤石を使用した「足湯」
。
雑誌を読まれたりテレビを観たりされな
がら、皆様くつろがれています。

麻

雀

認知症予防に効果があると言われている
麻雀。利用者の皆様と楽しく健康麻雀を
行っています。

法話
会
月に１回照寺山岸住職と永賢寺麻生住職を交互に
お招きし、法話会を行っております。参加された方々
は、共に手を合わせ住職の法話にじっと耳を傾けられ
穏やかな時間を過ごされています。

移動図書館

月に１回高岡市立中央図書館より移動図
書館万葉号の巡回があります。ご利用になら
れる方は、ご自分の趣味の本や興味のある本
を選ばれ、読書を楽しまれます。また、
グルー
プとしても紙芝居やレクリエーションの本を
お借りし日々の業務に活用させていただいて
います。

移動売店

当施設では、月に２回施設内で移動売店
を開催しております。ご自身でお好きな物を
選んでいただき、お買いものを楽しんでいた
だいています。

新規採用職員
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み

４月より新たに５名の職員が採用されました
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荻 矢 七 海（介護士）

齊 藤 美紀子（介護士）

馬 場 あさひ（介護士）

４月からぬくもりに配属
された荻矢七海です。介護
の仕事は初めてなので、わ
からないこ と だ ら け で す
が、精一杯頑張ります。よ
ろしくお願いします。

初心を忘れることなく利
用者の皆様と向き合い寄り
添いながら、皆様が毎日安
心して過ごしていただける
よう笑顔で努めていきたい
と思います。

４月よりアルテン赤丸で
働くことになりました馬場
あさひです。ご利用者様が
自分らしく穏やかな生活を
送っていただけるように、
一生懸命頑張ります。よろ
しくお願い致します。

ふたつ

や

ち

あき

二 谷 千 晶（管理栄養士）
４月から配属となり、周
りの皆さんに支えられなが
ら毎日楽しく仕事をしてい
ます。これからも精一杯頑
張ります。よろしくお願い
します。

はたけ やま

さ ち こ

畠 山 佐知子（保健師）
安心して生活して頂ける
様、笑顔で一生懸命頑張り
ます。よろしくお願い致し
ます。

車椅子介護浴槽 が
替わりました
今年の４月に車椅子介護浴槽の入れ替えを
行いました。よりコンパクトになり、お湯も
循環方式から一回毎の入れ替え方式となり、
ご利用者の皆様には今まで以上に入浴を楽し
んでいただけると思います。

デイサービス
手作りおやつ

いちごを
切るのは私に
お♥ま♥か♥せ♥

春のおやつ作りでは、一人ひとり役割分担し、手際よく作業され、おいしい桜もちが
出来上がりました。「きれいな桜もちができたね。
」と笑顔を交えながら、会話に花を咲
かせていました。

レクリエーション

ポカポカ
陽気で
気持ちいいわ

節分会では、鬼に向かって「鬼は外！福は内！」と皆さん力いっぱいボールを投げ、鬼を
払い、福を呼び込みました。春には、恒例のお花見ドライブに出掛け、岸渡川の桜を満喫し
ました。

作品づくり

２月の作品づくりでは、おひな様作りを行いました。幸せを願って自分の思い思いの着
物の柄を選び、おひな様を完成させました。皆さんの協力のもとひな人形も一緒に飾り、
すまし顔で記念写真を撮りました。

研 修

施設としてご利用者様に安心・安全なケアを提供させていただく為に、およそ
1 月に 1 回様々な研修を行い、職員の資質や技術の向上に役立てています。

12/9・1/17 食事研修

2/13 接遇研修
介護の場面においての適切
な言葉掛けについて、グルー
プワーク形式で考え発表しま
した。今回学んだことを日々
のご利用者様とのかかわりの
中で活かし、適切な言葉掛け・
対応を意識していきます。

嚥下・摂食のメカニズムに
ついて学ぶ為、ニュートリー
株式会社より講師の方をお
招きしました。利用者様の大
きな楽しみの 1 つである食
べるということをより安全
に楽しんでいただく為に、基
礎である嚥下のメカニズム
を学ぶことが出来、参加者か
らは「非常に勉強になりまし
た。
」との声が聞かれました。

4/27 介護技術研修（排泄編）

3/13 虐待防止研修
全職員を対象とし、事前にアンケートを取り虐待
防止研修を行いました。介護施設における虐待は絶
対に起こってはいけないことであり研修に参加した
職員は皆、真剣に話を聞
き学んでいました。どの
ようなことが虐待にあた
るのか、全職員で再確認
して安心して生活できる
ケアを提供していきます。

追悼法要

日本製紙クレシア株式会社より、松下ケアアドバイ
ザーを講師としてお招きし、介護技術研修（排泄編）
を行いました。紙オムツの適切なサイズの見方やあて
方、パッドの使用方法、介助の仕方等、大変に勉強に
なりました。

4/19

照寺山岸住職と永賢寺麻生住職の両住職にお越し
いただき、平成 28 年度に亡くなられた方の追悼の法要を行い
ました。多くのご利用者様にご参列いただき、およそ１時間し
めやかに追悼させていただきました。皆様のご冥福をお祈りさ
せていただきます。

うどんバイキング 2/22
寒い時期になると食べたくなるうどん。そんな皆様の
リクエストにお応えして、今年もうどんバイキングを行
いました。素うどんの上に、天ぷら各種（えび、かぼ
ちゃ、なす、かき揚げ）
、わかめ、ゆで卵、とろろ昆布、
牛肉、油揚げ、天かすの中からご自分でお好きな物を選
んでいただき、自分だけのオリジナルうどんを作って食
べていただく企画です。さらに、お代わり自由！！中に
は 3 杯お代わりされる方もおられ、
今年も大好評でした。

各

ク ラブ 紹 介

書 道 クラブ

利用者様のリハビリや生活の楽しみを持っていただく
為に、毎週火曜日には民踊クラブ、月１回書道クラブ
と生け花クラブを実施しています。

生け花 クラブ

民 踊 クラブ

ふれあい祭り開催について
平成29年７月30日（日）14：00〜16：30 施設内で開催
模擬店
14：00〜16：30（事務所前及びデイサービス内）
ステージ発表
15：00〜16：30（交流広場）
衣類展示販売会
13：00〜16：30（リハビリ室）
模擬店メニュー寿五位アイス（五位営農組合）
つくりもん焼き（ウェルカム福岡）
焼きそば・コロッケ・フルーツポンチ・ジュース
ポップコーン・綿菓子
ステージ出し物ハンドアロマ・似顔絵・豊笑会による民踊・外部出し物
職員出し物
クーラーの効いた涼しい施設内で行います。地域の皆様のお越しをお待ち申し上げます。

行

行事・活動にご協力頂きありがとうございました
民踊クラブ
麻生豊心笑

予

ホーム
上見

栄子

松山

輝子

生け花クラブ
MOA山月の会
法話会
照寺住職

事

永賢寺住職

ボランティア
こぶしの会
地域女性ネット高岡福岡地区婦人会
福岡町赤十字奉仕団
赤丸地区社会福祉協議会
福岡・山王・大滝・西五位各地区の方々
個人ボランティア
川原かず子
中山
中村 有花
畠山

博美
井林 浜子
安雄（指笛慰問）
（順不同・敬称略）

（グループ毎の行事含む）

定
デイサービス

５月 花見学外出

菖蒲湯

６月 運動会

運動会

７月 ふれあい祭り

ふれあい祭り
七夕会食

８月 七夕祭り見学

納涼会

９月 収穫祭

敬老会

編集後記
広報誌「すげがさ」も春の訪れとともに新年
度を迎えることができました。今号より編集責
任者が代わりました。皆様に当施設での利用者
様のご様子や、福祉の情報をお届けできたらと
考えております。よろしくお願い致します。

