平成３１年

４月 第９６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

桜のつぼみも今か今かと開花を待ちわびた３月。すっかり春めいて暖かい日和が続いたかと思えば、寒の戻りがあっ
たりと。春分の日を境にいよいよ春本番です。新年度を迎えて心新たに、晴れやかなフロアづくりを目指して参ります。

余暇活動

３/３（日） ひな祭り ～パフェ作り～

手先の器用な女性陣は、この夏の納涼祭に向けての大作に早
くも着手なさっています。どんな作品に仕上がるか楽しみです
ね♪男性陣はというと、兼ねてからのご要望が多かった麻雀セ
ットの導入に胸を弾ませ、仲間を集めては楽しまれております。

３/２４（日） お誕生日会
今年のひな祭りも、おやつに合わせてパフェ作りに挑戦して頂
きました。バニラとイチゴの紅白アイスクリームの上に、生クリー
ムとチョコ、そして雛あられをたっぷり乗せて♪ご自身でお好き
なように作ったパフェ。普段のおやつとは一味も二味も違った
美味しさには、思わずおかわりを希望される声が溢れました。

３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
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。

つのだ

職員紹介
介護士

田

かずひろ

和大

３月より入職致しました

田です。

利用者様や、そのご家族様のお力に

今後の行事予定
４月

。

家族勉強会・開催のお知らせ

テーマ：『 健口から健康へ 』
～いつまでもおいしく食べられるために～

なれるよう精一杯に努めて参ります。

日時：平成 31 年 5 月 11 日（土）１３：３０～

どうぞ宜しくお願い致します。

※どうぞお気軽にご参加下さい。

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♪

１２（金） 14：00 朗読ボランティア

／ １７（水） 14：20 クレープ作り

１９（金） 14：20 ピアノボランティア ／ ２８（日） 14：00 お誕生日会

／ １８（木） 13：45 傾聴ボランティア
５月
／

2（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。

令和元年

５月 第９７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

開設１２年目の春。新たな元号の誕生とともに２階フロアも心機一転、晴れやかに参りましょう！大正～昭和～平成～
そして令和と、世代を超えて心をつなぐ場所として、いつも元気に明るい声が響き渡るようなフロアを目指して参ります。

４/７（日） お花見散策会

例年よりも早めの開花だっ
たので見頃を過ぎてしまう
のでは...と心配でしたが、
寒の戻りなどの影響もあり
満開の桜を楽しむ事が出
来ました‼日本の春といえ
ばお花見ですものね。

４/１０（水） アニマルセラピー

４/１７（水） クレープ作り大会

この日のおやつはいつもと一味違って、クレープ作りを行いま
今回はネコちゃんも加わって皆さんに癒しのひと時を提供して

した。生地にアイスとフルーツ、生クリームやチョコレートを乗せ

くれました。初めて参加なさった方も、その愛くるしさにメロメロ。

て包んだら出来上がり♪皆さんとても大きいのが完成しました。

あっという間の１時間、お別れがとても名残惜しかったですね。

３/２４（日） お誕生日会

職員紹介
介護士

さとやま

あやね

里山

綺音

４月より入職致しました里山です。
最年少ですが、利用者様に笑って過
ごして頂ける様、持ち前の明るさで頑
張ります！ よろしくお願い致します。

４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
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（木） 13：45 傾聴ボランティア
２６（日） 14：00 お誕生日会

／ １７（金） 14：20 ピアノボランティア ／ １９（日） 14：00 風船バレー大会
６月
／

６（木） 13：45 傾聴ボランティア

／

９（日） 14：00 日本舞踊ボランティア

※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。

令和元年

６月 第９８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

施設周辺の田んぼには水が引かれ、日没後には蛙の合唱が聞こえて参りました。日照時間も一段と伸び早くも夏の到
来を感じさせるような天気が続いた５月。じめじめと汗ばむ梅雨入りを前に、衣替えのご準備にご協力をお願い致します。

食べる事はどなた様にとっ

５/１３（月） 特別おやつ

ても大きな楽しみの一つで
す。利用者様から頂戴した
リクエストにお応えする形
で、この日は特別おやつと
銘打っての大盤振る舞
い。水ようかんにバニラア
イスを乗せた涼しげな組み
合わせを、目でも味わう至
福のひとときとなりました。

日常レクリエーション

５/１９（日） 風船バレー大会

お好きな事や得意なことは十人十色。多くの方に参加して頂け
るようなレクリエーションを試行錯誤しながら発案し、提供してお
ります。ゲームの多くは、皆様に制作して頂いているんですよ。

５/２６（日） お誕生日会

気候的にも過ごし易いこの季節に、からだを動かして楽しめる
レクリエーションを企画しました。お部屋ごとのチーム対抗戦に

５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

皆さん夢中で挑戦しました。目指せ！東京オリンピック出場♪

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
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♪

１４（金） 14：00 朗読ボランティア

／ ２０（木） 10：00 保育園児訪問

／ ２０（木） 13：45 傾聴ボランティア

２１（金） 14：20 ピアノボランティア

／ ２３（日） 14：00 お誕生日会

／ ２６（水） 11：40 スパゲッティ＆ピザ

※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。

令和元年

７月 第９９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

暦の上では夏至を迎え、訪れる夏の気配を感じる今日この頃。あさがお随一の行事「納涼祭」も迫って参りました。今年
も皆さんに楽しんで頂けるよう、職員一丸となって準備を進めております。ご家族様のご来場を心よりお待ちしております。

「え～っ！こんなに大きな

６/２（日） どら焼きづくり

どら焼きを一人で食べられ
るかしら～？」とビックリは
してみたものの、皆さんペ
ロリッと完食♪まさに、甘い
ものには目が無い…という
お顔のお写真がこんなに
沢山撮れました。スイーツ
は別腹ですから、もちろん
夕飯もしっかり頂きました。

６/２０（木） 保育園児訪問

６/２６（水） 行事食～スパゲッティ＆ピザ

今月の行事食はイタリアンでお洒落に♪昼食の献立にピザが
登場したのはあさがお史上初！皆さんに楽しみながら召し上が
って頂けるように、工夫を凝らしたお食事を提供して参ります。

６/２３（日） お誕生日会

今年も元気いっぱいの子供達がやってきてお遊戯の披露を。
そして、皆さんと一緒に七夕短冊を制作しました♪子供達と同

６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

じ目線でお話をされる皆さんの優しい眼差しが印象的でした。

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
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♪

１４（日） 14：00 ヨーヨー釣り大会

／ １７（水） 14：00 アニマルセラピー ／ １８（木） 13：45 傾聴ボランティア

１９（金） 14：20 ピアノボランティア

／ ２８（日） 14：00 お誕生日会

８月
／

１（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。

令和元年

８月 第１００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

長かった梅雨も明け、蝉の鳴き声が大きく聴こえだすと、いよいよ夏本番！あさがお随一の恒例行事「納涼祭」も開催さ
れ盛り上がりを見せました。あさがお通信は今回で第１００回を数えました。今後とも楽しい日常をお届けしてまいります！

７/１４（日） ヨーヨー釣り大会

ヨーヨー釣りを開催せずし
て、夏は迎えられない。毎
年の風物詩となりました恒
例企画です。水面に浮か
ぶ色とりどりの水風船を、
釣り上げるだけの簡単さに
も関わらず、これがどうして
難しい！童心にかえった
ようにワイワイ賑やかに夢
中になって楽しみました。

７/１７（水） アニマルセラピー
今回もまたワンちゃん、ネ
コちゃんの愛くるしさに目
を輝かせた、あっという間
の１時間。皆さん、膝の上
に抱きか かえ たま ま 手放
すことが出来なくて、名残
を惜しむように何度も何度
も撫でていました。次回は
１１月末の開催を予定して
おります。お楽しみに～♪

７/２８（日） お誕生日会

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♪

１５（木） 13：45 傾聴ボランティア
2９（木） 10：45 保育園児訪問

／ １８（日） 14：00 すいか割り大会 ／ ２５（日） 14：00 お誕生日会
９月
／

5（木） 13：45 傾聴ボランティア ／ １１（水） 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。

令和元年

９月 第１０１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

蝉の声から虫の声へと移り変わり、日に日に秋の訪れを感じる頃となりました。８月にはあさがお随一の行事『納涼祭』
が盛大に行われ、記録的な猛暑の中にも関わらず、沢山のご家族様にお越し頂きました事を心より御礼申し上げます。

８/４（日） 納涼祭

８/１８（日） すいか割り大会

すいかが割れない限りはおやつにありつけない‼そうなれば皆
さん本気です！力を合わせて見事に割れた２つのすいかはフ
ルーツポンチにして頂きました♪とっても美味しかったですね♡

８/２９（木） きらり保育園 園児訪問

今年もフィナーレの花火大会まで、大正琴の生演奏に盆踊り、
お楽しみゲームに模擬店めぐりと。盛りだくさんの内容に皆さん
大満足♪夏の一大イベントを思う存分楽しんで下さいました！
岩槻の保育園から可愛い園児４０名が初めて訪問してくれまし
た。力一杯の演目に利用者様も沢山の元気を貰いましたね！

８/２５（日） お誕生日会

家族勉強会・開催のお知らせ
テーマ：『 生活動作を楽にして、安全に生き生きと動こう 』
『 腰・膝の痛みの原因と予防体操 』
８月は２名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかで

日時：令和元年１１月１６日（土）１３：３０～

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。

※詳細は後日お知らせ致します。

地域交流委員会

。

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♪

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

／ １９（木） 10：00 保育園児訪問

１０月

３（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ １９（木） 13：45 傾聴ボランティア
／ １１（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。

令和元年

１０月 第１０２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は言いますが、長引く猛暑や大型の台風の到来と気候の変化の激しかった９月。どこからともなく
金木犀の香りが風に運ばれ、朝晩には肌寒さを感じる日も増えてきた今日この頃。ようやく実り多き秋の訪れですね♪
。
９/１５（日） お散歩

９/８（日） 敬老会

秋の気配を感じる気持ちの良い晴天の日曜日。皆さん仲良く
麦わら帽子をかぶって、施設外周のお散歩を楽しみました♪

９/２２（日） お誕生日会

敬老の日に合わせ、ご長寿のお祝い歳をお迎えになられる方
の表彰をさせて頂きました。２階では大正生まれの方が十数
名、令和の訪れを歓び、ますます元気に過ごして参りましょう！

９/１９（木） 保育園児訪問

９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
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：『 生活動作を楽にして、安全に生き生きと動こう 』
～ 腰・膝の痛みの原因と予防体操 ～
今回の目玉は元気いっぱいの鼓笛隊の演奏。運動会に向けて
一生懸命に練習した成果を皆さんにお披露目してくれました。

今後の行事予定
１０月

日時：令和元年１１月１６日（土）１３：３０～
※お気軽にご参加下さい。

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♪

１１（金） 14：00 朗読ボランティア

／

１３（日） 14：00 秋の運動会

／ １７（木） 13：45 傾聴ボランティア

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。

令和元年

１１月 第１０３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

日本各地に甚大な被害をもたらした台風の到来など、雨天の日が続いた１０月。早いもので、今年も残り２ヶ月となりま
した。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実施とマスクの着用にご協力をお願い致します。
。

１０/３（木） ルーテル学院生訪問

１０/１７（木） 特別食

この日の昼食は何とフランス料理。職員ですら聞き慣れないメ
ニューでしたが、その美味しさはもちろんトレビアンでしたね♪

１０/２７（日） お誕生日会
隣接するルーテル学院高等部より「奉仕の日」の活動として学生
が訪問され、秋をテーマに童謡の合唱やヴァイオリン演奏を披
露下さいました。その活き活きとした姿に元気を頂きましたね。

１０/１３（日） 秋の大運動会

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
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。
。

１０/３０（水） オカリナ演奏

今年も皆さん一丸となって楽しんで競技に挑戦されました。職

穏やかな秋風のような優しい音色には癒しの効果があります

員による飴玉探しゲームも欠かせない好評種目となりましたね。

ね。皆さんが口ずさめる名曲をたっぷり演奏して下さいました。
。

今後の行事予定
１１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（日） 14：00 パンケーキ作り ／

１３（水） 14：00 朗読ボランティア ／ ２１（木） 13：45 傾聴ボランティア

２４（日） 14：00 お誕生日会

２７（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。

令和元年

１２月 第１０４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

平成から令和へ。激動の記念すべき年を皆さんと共に明るく楽しく過ごさせて頂きました。来年もまた、日々の生活の
中から皆さんのキラキラとした笑顔をたくさん引き出せるような行事を企画して参ります。どうぞ宜しくお願い致します。
。

１１/１０（日） パンケーキ作り

１１/４（月） あさがお音楽祭

もちろん食欲の秋も忘れませんよ。ご覧ください！この嬉しそうな
表情を♪ふわふわのパンケーキにお好きなだけ、生クリームや
チョコをのせて。皆さん、あっという間にペロリと完食しましたね。

芸術の秋に、音楽療法士中心の「あさがおバンド」が、コンサー

１１/２７（水） アニマルセラピー

トさながらに、御利用者様も参加し演奏を楽しんで頂きました♪

１１/２４（日） お誕生日会

１１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

今年最後となるアニマルセラピーには、初参加された方が１０名

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。

いらっしゃいました。皆さん、その愛くるしさにメロメロでしたね。

。

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♪

１３（金） 14：00 朗読ボランティア ／
２２（日） 14：00 クリスマス会

１月
／

１５（日） 14：00 お誕生日会
５（日） 14：00 初詣会

／ １９（木） 13：45 傾聴ボランティア
／

８（水） 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。

令和２年

１月 第１０５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。本年もご利用者様に楽しく、安心してお過ごし頂けるフロアづくりを目指して
参ります。職員一同、気持ち新たにより一層の努力をして参りますので、お力添えの程、どうぞ宜しくお願い致します。
。

１２/２２（日） クリスマス会

１２/１３（金）音楽レクリエーション

週に２回行われている音楽療法の時間（火・木１４時）の他、音
楽療法士がフロアを訪れて利用者様と一緒に歌唱するレクリエ
ーションもまた皆様の大きな楽しみです。耳をすませば、いつも
どこからか歌声が聴こえてくるような明るいフロアを目指します♪

１２/１５（日） お誕生日会

エントツのない当施設にだってサンタクロースはやってきました。
職員によるダンスに合わせて、皆さんもニコニコ顔。サンタのお
じいさんも、おばあさんも童心にかえった楽しい会となりました♪

職員紹介

看護師

岡

○○○

昨年７月より、あさがおに看護師
として入職致しました岡です。
１２月のお誕生者日会は２名のみのお祝いでしたが、沢山の皆

ご利用者様や、そのご家族様の

さんから歌のプレゼントが贈られる盛大な会となりました。ささや

お役に立てるように努力致しますの

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。

で、どう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♪
２月／

１６（木） 13：45 傾聴ボランティア ／

２６（日） 14：00 お誕生日会

１４（金） 14：00 朗読ボランティア ／

２０（木） 13：45 傾聴ボランティア ／ ２３（水） 14：00 お誕生日

２（日） 14：00 豆まき

※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。

令和２年

２月 第１０６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たものの、まだまだ厳しい寒さが続いております。幸いにも２階フロアではインフルエンザ等の
罹患者を出すことなく経過致しております。引き続き、万全の対策で予防に努め、訪れる春を元気に迎えて参りましょう。
。

１/８（水） 朗読ボランティア

１/５（日）初詣会

毎月１度、ご訪問下さっている朗読ボランティア様。優しく、穏や
かな語り口が耳に心地よく、とてもリラックスした時が流れます。

１/２６（日） お誕生日会

１月のお誕生者日会は１３名ものお祝いとなりました。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。

職員紹介

看護師

○○

○○

昨年７月より、あさがおに看護師
新春恒例となりました「あさがお神社参拝」。お賽銭を投げ入れ

として入職致しました○○です。

鈴を振り、しっかりと手を合わせて思い思いの祈願を。参拝後に

ご利用者様や、そのご家族様の

はおみくじを引いて頂きました。これで今年もバッチリ！みなさん

お役に立てるように努力致しますの

そろって元気に明るくお過ごし頂けることに違いありませんね。

で、どうぞ宜しくお願い致します。

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。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

／

２６（水） 14：00 アニマルセラピー

３月
／

２０（木） 13：45 傾聴ボランティア
５（木） 13：45 傾聴ボランティア

／ ２３（日） 14：00 お誕生日
／

８（日） 14：00 ひなまつり会

※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。

令和２年

３月 第１０７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

新型コロナウイルスへの感染防止対策が一層強化され、ご利用者様、ご家族様にご理解とご協力を頂き、多大なご迷
惑をお掛けします事を心よりお詫び申し上げます。一日も早い終息を願って、引き続き万全の対応を致して参ります。
。
２/２（日） 節分・豆まき

雛かざり

サービスステーション前では今年も雛かざりがお出迎え。フロア
のあちこちにも華やかな装飾で桃の節句のお祝いをしました♪

２/２３（日） お誕生日会

「鬼は外～！福は内～！」やっぱり豆まきにはこの掛け声がなき
ゃいけませんね。ついでに日頃のストレスやうっぷんも全部飛ん

２月は９名の方がお誕生日をお迎えになられました。ささやかで

でけ～！と、スッキリとした表情の晴れやかな会となりました♪

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
３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♪

２２（日） 14：00 お誕生日会

４月
／

５（日） 09：00 大崎公園お花見散策会

※コロナウイルスの感染拡大を受け、３月度のボランティア様受け入れはお休みとさせて頂きます。何卒、ご了承下さいませ。
※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。

