平成３０年

４月 第８４号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

暑さ寒さも彼岸までと言いますが、彼岸の中日の春分の日には雪が舞い真冬の寒さに逆戻り。この日を境に一気に暖
かさが増し、いよいよ春本番です。新年度を迎えて心機一転、明るい笑い声の溢れるフロアづくりを目指して参ります。

３/４（日） ひな祭りパフェ作り

３/２８（水） アニマルセラピー

桃とバニラの紅白アイスに生クリームとチョコ、そして雛あられを
乗せて。「早くしないと溶けちゃうよ～！」とペロリと完食でしたね。

３/１１（日） 新舞踊ボランティア
大人気のアニマルセラピーです。今回はネコちゃんも初登場し
皆様に癒しのひと時を届けてくれました。優しいまなざしで何度
も抱きかかえる、そんな皆様の表情がとっても印象的でした。

フロアからのお知らせ
「昔はいつも着物を着ていたのよ。」と、多くの女性がお話しなさ

さ と う

るご様子に、若き日の清廉なお姿に思いを馳せたひと時でした。
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宮川 昌久

職員も新たな体制でより一層のケア向上に努めて参ります。どの
ような些細な事でも結構ですので、お気軽にお声掛け下さい。

家族勉強会・開催のお知らせ

テーマ：『施設の食事を試食してみませんか？』
日時：平成３０年５月１９日（土）
１２：３０ より受付開始
３月は１１名もの方がお誕生日をお迎えになられました。ささや

※詳細は別紙のご案内にてご確認下さい。

かではございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

地域交流委員会

。

今後の行事予定
４月
５月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１８（水） 14：20 ピアノボランティア ／ １９（木） 13：45 傾聴ボランティア
３（木） 13：45 傾聴ボランティア

／

９（水） 14：00 朗読ボランティア

／ ２２（日） 14：00 誕生日会
／ １６（水） 14：20 ピアノボランティア

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

５月 第８５号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

鮮やかな若葉の色づきが目に眩しい季節となりました。 今年も施設内のあちらこちらの軒下に燕が飛来し、巣作りを
始めました。「ここなら安心・安全」との太鼓判に副えるよう巣立ちの日まで利用者様と共に温かく見守る、春の訪れです。

４/１（日） お花見散策会

４/４（水） 行事食～春味弁当～

月に一度の行事食として、春の食材をふんだんに取り入れた
お弁当が振舞われました。縁の下の力持ちとして利用者様の
健康を支える調理スタッフに「美味しい！」の声が届きました♪

４/２２（日） お誕生日会
彼岸過ぎから急速に暖かい日が続き、施設内の桜も予報よりも
やや早い段階での開花となりました。当日は天候にも恵まれ、
大崎公園とその周囲の桜並木もお花見客で大賑わい。皆様が
晴れやかに、活き活きとした表情で見頃の桜を楽しまれました。
※掲載写真はフロア内にて掲示しております。

職員紹介
介護士

いけだ

あさみ

池田

麻実

４月より入職しました。覚えることが
沢山あって大変ですが、利用者様
の立場に立って考え、行動ができる
介護士を目指して日々頑張ります

４月は１１名もの方がお誕生日をお迎えになられました。ささや

ので、どうぞ宜しくお願い致します。

かではございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。
。

今後の行事予定
５月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１６（水） 14：20 ピアノボランティア

／ １７（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ ２０（日） 14：00 青空歌声広場

２７（日） 14：00 お誕生日会

／ ３０（水） 14：00 オカリナ演奏ボランティア
※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

６月 第８６号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

田植えが始まるとともに一斉に蛙の鳴き声が聞こえ、早くも夏の到来を思わせるような晴天が続いた５月。あさがおの
最大イベント「納涼祭」に向けて、お楽しみ企画を計画中です。沢山のご家族様の参加を心よりお待ちしております。

５/９（水） 朗読ボランティア

５/２０（日） 青空歌広場

。

長きに渡ってご訪問を続けて下さっている朗読ボランティア様。
毎月様々なテーマのお話を聴かせて下さり、その耳に心地のよ
い柔らかな語り口調で安らぎの時間を提供して下さっています。

制作レクリエーション

日よりの良いこの季節に外気に触れて頂く機会をと、２階バルコ
余暇時間を利用して制作活動を行って頂いております。５月よ

ニーにて青空コンサートを開催致しました。開放的な空間の中、

り、納涼祭に向けた大作の制作が開始されました。乞うご期待！

笑いあり涙あり。高らかな歌声が大空に向けて響き渡りました♪

。

５/２７（日） お誕生日会

５/３０（水） オカリナ演奏ボランティア

全２５曲にも及ぶ楽曲を、皆さんがにこやかに歌唱されました。
５月は７名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかで

オカリナの演奏を初めて耳にされたという方も多く、その優しい

はございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

音色に魅了された、あっという間の１時間のオンステージでした。

。

今後の行事予定
６月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１３（水） 14：00 アニマルセラピー

／ ２０（水） 14：20 ピアノボランティア

／ ２１（木） 13：45 傾聴ボランティア

２４（日） 14：00 お誕生日会

／ ２６（火） 10：10 みう保育園・園児訪問
※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

７月 第８７号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

梅雨の６月、今年も施設玄関前では色鮮やかな紫陽花が瑞々しく咲き乱れ、皆様をお出迎えしました。暦の上では
夏至を迎え、夏の足音が日に日に近づいて参りました。恒例の納涼祭も間もなくです。元気に盛り上げて参りましょう！

６/８（水） 行事食～おいなりさん～

６/２３（水） アニマルセラピー

。

皆さんにとって食事は最大の楽しみ。この日の昼食は行事食と
して、おいなりさんが提供されました。「おかわり自由」の大盤振
る舞いに、男性も女性も大喜び！お腹一杯に召し上がりました。

６／１０（日） ＤＶＤ鑑賞会

今回は７頭ものワンちゃんがやってきて、皆さんに癒しの時間を
提供してくれました。膝の上にチョコンと乗った、無条件の愛く
中高年に人気のあの方の漫談を、映画館さながらの大画面で。

るしさに思わず頬が緩みます。次回１０月までのお預けです♪

皆さん、涙が出るほど大爆笑！笑い倒した入梅のひと時でした。

６/２６（火） 保育園児訪問
６/２４（日） お誕生日会

６月は４名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかで

近隣の保育園より、元気いっぱいの園児３０名が訪問。七夕に因

はございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

んだ歌や手遊びの他、皆さんと一緒に短冊づくりを行いました。

。

今後の行事予定
７月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１５（日） 14：00 ヨーヨー釣り大会

／ １８（水） 14：20 ピアノボランティア

／ １９（木） 13：45 傾聴ボランティア

２２（日） 14：00 お誕生日会

／

／

８月

２（木） 13：45 傾聴ボランティア

５（日） 14：00 納涼祭

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

８月 第８８号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

異例の早さでの梅雨明けを皮切りに連日の猛暑が続いた７月。観測史上初となる水害に見舞われたりと、私達を取り
巻く気象状況も大きく様変わりしました。皆様には健やかにお過ごし頂けるよう、万全の体制で夏を乗り切って参ります。
。
７/１５（日） ヨーヨー釣り大会
夏を迎える風物詩となりました恒例企画。今年も涼を取りながら
賑やかに開催されました。皆さんの楽しそうな笑顔集をどうぞ♪

７/２０（金） 的当てゲーム

７/２２（日） お誕生日会

職員手作りの的当てゲームにチャレンジです‼一見簡単そうに

７月は６名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかで

見えますが「中心に当たるまで！」と、繰り返し挑戦されました。

はございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。
。

今後の行事予定
８月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１０（金） 14：00 朗読・傾聴ボランティア ／ １２（日） 14：00 すいか割り大会
１６（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ ２６（日） 14：00 お誕生日会

／ １５（水） 14：20 ピアノボランティア
９月
／

６（日） 13：45 傾聴ボランティア

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

９月 第８９号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

厳しい残暑の合間をぬって、秋の気配を感じる季節となりました。今年の「納涼祭」にも沢山のご家族様にご参加頂き
大盛況となりました事、心より御礼申し上げます。過ごしやすい秋にも、様々な行事をご用意してお待ちしております！
。

８/１２（日） すいか割り大会

８/５（日） 納涼祭
今年も大正琴の演奏から幕を開け、盆踊りにゲームコーナー、
模擬店へと♪夏祭りの雰囲気を存分に楽しんで頂きました！

日本の夏といえばコレ！今年も皆さんが力を合わせて見事に割
れました。おやつのフルーツポンチは格別の美味しさでしたね。

８/２６（日） お誕生日会

すっかりお腹が満たされた後は、ピアノの生演奏を聴きながら

８月は３名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかで

待望の大花火大会へ。拍手喝采のフィナーレを迎えました♪

はございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。
。

今後の行事予定
９月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１２（水） 14：00 朗読・傾聴ボランティア ／ １６（日） 14：00 敬老会

／ ２０（木） 13：45 傾聴ボランティア

２３（日） 14：00 お誕生日会

／ ２６（水） 14：20 ピアノボランティア

／ ２５（火） 10：00 保育園児訪問

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

１０月 第９０号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

お彼岸の中日の秋分の日を境に、朝晩は肌寒さを感じる日が増えて参りました。金木犀の香りが風に乗って秋の訪れ
を知らせてくれている今日この頃、皆様が実りの多い秋を満喫されますよう、今月も元気いっぱいお届けして参ります！

９/１６（日） 敬老会

９/２０（木） 音楽療法・研修会

他施設の職員をお招きして音楽療法の現場の見学・研修会を行
い、日頃、音楽を楽しまれている皆様のお姿をご覧頂きました♪

９/２５（火） 保育園児訪問

敬老の日に合わせて、ご長寿のお祝い歳をお迎えになられる
皆様の表彰をさせて頂きました。今年は晴れて百歳をお迎え
になられる方が１名おり、互いの健康を喜び祈願し合う盛大な
お祝いの会となりました。皆様、益々お元気にお過ごし下さい！

今回は運動会の演目が披露され、園児達が元気いっぱいに
奏でる鼓笛隊の演奏と、力強い踊りのリズムに思わず目頭を熱

９/２３（日） お誕生日会

くされる方も。最後は子供達と一緒に食前体操も行いました♪

家族勉強会・開催のお知らせ

講義：『 歩行器・杖などの適切な選び方・使い方 』
『 いきいき百歳体操 』
日時：平成３０年１１月１７日（土）１３時～１４時半
９月は５名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかで
はございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

１２時半より受付開始
※詳細は別紙のご案内にてご確認下さい。

地域交流委員会

。

今後の行事予定
１０月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１2（金） 14：00 朗読ボランティア

／ １４（日） 14：00 秋の大運動会

／ １７（水） 14：20 ピアノボランティア

１８（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ ２８（日） 14：00 お誕生日会

／ ３１（水） 14：00 アニマルセラピー

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

１１月 第９１号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

一段と日が暮れるのが早くなり、朝晩の冷え込みに晩秋の気配が深まる頃となりました。冬の訪れを前に、当施設では
１１月より感染症対策期間となります。ご来所時のうがい手洗いとマスクの着用に、ご理解とご協力をお願い致します。

１０/１４（日） 秋の大運動会

１０/２０（土） お散歩

ぽかぽか陽気に誘われて、施設の外周をお散歩しました。外気
をいっぱい浴びて、とても気持ちの良い気分転換となりました♪

１０/３１（水） アニマルセラピー

スポーツの秋に今年も大運動会が開催されました！「玉入れ」
と「うちわで風船渡し」の２種目に一致団結の大奮闘。楽しみな
がら身体を動かすご様子はとても活き活きされていました。最後
は職員の「飴玉探し」で大爆笑！皆様、夜はぐっすりでしたね。

１０/２８（日） お誕生日会
３ヶ月に一度の人気企画、アニマルセラピーです。初めて参加
された方々も、ワンちゃん達の愛くるしさにメロメロ♪膝の上に
乗せては「カワイイ～♡」と、目尻の下がるひと時となりました。

職員紹介

介護士

てん と

まさこ

天渡

雅子

９月に入職致しました。介護のお仕事
を始めたきっかけは亡くなった祖母へ
の後悔の念からです。一日一日、自分
１０月は８名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやか

の精一杯の力を発揮して努めて参りま

ではございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

すので、どうぞ宜しくお願い致します。

。

今後の行事予定
１１月

１１（日）

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

9：00 足浴会

／ １４（水） 14：00 朗読ボランティア

／ １５（木） 13：45 傾聴ボランティア

１８（日） 14：00 舞踊ボランティア

／ ２１（水） 14：20 ピアノボランティア

／ ２５（日） 14：00 お誕生日会

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３０年

１２月 第９２号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

光陰矢の如し、あっという間に年の瀬を迎えます。おかげさまで、今年も利用者様のたくさんの笑顔を拝見することが
出来ました。現状に甘んじることなく、来年も更なる努力で、お一人お一人に寄り添ったケアの提供を行って参ります。

１１/９（金） お寿司大会

１１/１１（日） 足浴会

年に１度のお楽しみ「お寿司大会」が今年も開催されました。や

足浴には足の疲れを和らげたり、足先の血流を改善して全身

はり、食べる事は何よりの楽しみ。この日限りの無礼講でおかわ

の血行をよくしたり、リラックス効果や安眠効果があると言われて

りも出来たので、皆様ニコニコ笑顔の大満足。「美味しい～！」

います。ぽかぽかと心地よい気分で、ゆっくりとゆず茶を楽しみ

の声が飛び交い、お腹も喜びもいっぱいの昼食でした。

ながら、寒い冬の訪れに備えた至福のひとときとなりました。

１１/１８（日） 芸能ボランティア

１１/２５（日） お誕生日会

ウクレレとオカリナの優しい音色に乗せて、童謡や唱歌、昭和

１１月は７名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやか

歌謡を楽しみました。音楽もまた、心を通わす共通言語です♪

ではございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

。

。

今後の行事予定
１２月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１４（金） 14：00 朗読ボランティア

／ １６（日） 14：00 お誕生日会

２０（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ ２３（日） 14：00 クリスマス会

／ １９（水） 14：20 ピアノボランティア
１月
／

６（日） 10：00 初詣会

0 ピアノボランティア
※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３１年

１月 第９３号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

新年、明けましておめでとうございます。本年も利用者様、ご家族様のお役に立てますよう、職員一同
より一層の努力をして参ります。晴れやかな新春は職員手作りの門松でお出迎えをさせて頂きます！

１２/１（金） リハビリ職員 音楽会

１２/２３（日） クリスマス会

リハビリ職員によるクリスマス演奏会が開催されました。利用者

様には直前まで秘密にしていたので、突然のサプライズ
に皆さん大喜び‼一致団結した療法士のハーモニーに感

今年のクリスマスは盛大なビンゴ大会が開催され、お一人ずつ

涙の利用者様も。最高のクリスマスプレゼントでした♪

にプレゼントが贈られました。貰うより渡す経験の方がおありの
皆さんも「何が貰えるかな～？」と、童心に返ったワクワク顔で楽
しまれました。包みの中を笑顔で覗くお顔も愛らしかったです！

１２/１６（日） お誕生日会

職員紹介

介護士

いしまつ

あい

石松

愛

１０月より 入職致し まし た石松 です 。
日々、利用者様より色々な事を教えて
頂いております。皆様のお役に立てる
１２月は４名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやか

よう精一杯の努力を致しますので、どう

ではございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

ぞ宜しくお願い致します。

。

今後の行事予定
１月

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１６（水） 14：20 ピアノボランティア
３０（水） 14：00 アニマルセラピー

／ １７（木） 13：45 傾聴ボランティア
２月
／

７（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ ２７（日） 14：00 お誕生日会
／

８（金） 14：00 朗読ボランティア

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３１年

２月 第９４号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

暦の上では大寒を過ぎ、寒さが厳しくなって参りました。インフルエンザ等の感染症対策に一層の努力を行い、皆様が
訪れる春を健やかに迎えられるよう万全の体制を整えて参ります。「鬼は外！福は内！」と元気いっぱい過ごしましょう！

１/６（日） 初詣会

今年もご利用者様全員に「あさがお神社」の参拝をして頂きました。お賽銭を投げ入れ、手を合わせては祈願の想いを込めました。
毎朝欠かさずに、この場所を訪れては参拝をなさるご利用者様も少なくはありません。皆様に素晴らしい一年が訪れますように！

１/２７（日） お誕生日会

お誕生日おめでとうございます！

１月は１１名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかではございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。

今後の行事予定
２月

毎月、楽しい企画をご用意しております。

１６（土） 13：30 あさがお音楽祭

／ １７（日） 14：00 昔遊び会

２１（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ ２４（日） 14：00 お誕生日会

／ ２０（水） 14：20 ピアノボランティア
／
３月

７（木） 13：45 傾聴ボランティア

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

平成３１年

３月 第９５号

〒336-0974
埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1

２階
介護老人保健施設 あさがお

TEL048-878-7188/FAX048-878-7166

インフルエンザの拡散防止のため、ご家族様のご面会に制限を設けさせて頂き多大なご不便をお掛け致しました事
を、お詫び申し上げます。３月より従来通りのご面会が可能となりました。皆様のご理解とご協力に心より感謝致します。

２/２（土） 節分会

２/１７（日） 昔あそび会

春を迎えるにあたって、欠
かす事の出来ないイベント
と言えばコレ。「鬼は外！福
は内！」の掛け声とともに、
力い っ ぱい に邪気を 追い
払い、たくさんの福を呼び
込みました。大声を出して
心もスッキリ♪日頃のストレ
スも吹き飛ぶ、清々しい表

おはじきに、お手玉。あやとりに、けん玉。そしてだるま落とし。

情がとても印象的でした。

子供の頃に親しまれた遊びを、童心に返って楽しみました。
「昔はもっと出来たのに！」と見事な腕前を披露下さいました♪

２/１６（土） あさがお音楽祭

２/２４（日） お誕生日会

２月は１２名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやか
ではございますが、記念の品をお贈りさせて頂いております。
。

家族勉強会・開催のお知らせ

テーマ：『 健口から健康へ 』
音楽療法士の主催による音楽祭が開催されました。今年で３年

～いつまでもおいしく食べられるために～

目を迎え、職員によって結成された「あさがおバンド」の演奏は

日時：平成 31 年 5 月 11 日（土）１３：３０～

表現力も増し、幅広いレパートリーで利用者様を魅了しました。

※詳細は後日お知らせ致します。

今後の行事予定
３月

地域交流委員会

毎月、楽しい企画をご用意しております。ご家族様も奮ってご参加下さい♪

１３（水） 14：00 朗読ボランティア
２４（日） 14：00 お誕生日会

／ １５（金） 14：20 ピアノボランティア ／ ２１（木） 13：45 傾聴ボランティア
４月
／

４（木） 13：45 傾聴ボランティア

／

７（日）

9：00 お花見散策会

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。

