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介護事業部門　理念

介護事業部門　方針

地域社会の中で、生活できる能力と意欲を回復させ、
社会生活に適用できるよう支援する。在宅介護サービ
スを充実させることで、地域社会の中で生活しながら
心身の機能を維持、開発して充実した生活を送れるよ
う支援する。

私達は以下の利用者様の権利を尊重し、それに則した
ケアを行います。

１.  地域社会の中で生活する権利
２.  個別ケアを受ける権利
３.  質の高い、安心できるケアを受ける権利
４.  自己決定・自己選択する権利
５.  知る権利
６.  質問、意見、苦情を表明する権利
７.  プライバシーの保護に関する権利
８.  自己尊重の念と尊厳を維持する権利
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敬老会では、卒寿・米寿・傘寿の
皆様を代表でお祝いさせていた
だき、旭ヶ丘全員の皆様に記念
のタオルをお渡しし、感謝の気
持ちをお伝えしました。皆さん、
これからもお元気でお過ごしく
ださい！

夏の恒例となったアイス
会。好みの味を選んでいた
だき、皆さんに絞りだして
もらいました。自分で作っ
たアイスの味は格別だった
ようです。
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何種類ものカラフルなドレスと優雅
なフラダンスの踊りに、皆さん大変
喜ばれていました。首にレイをかけ、
気分はハワイアンでしょうか。
楽しいマジックショーや、素晴らしい
「瞼の母」の歌と踊りも大好評でし
た。

フラダンスフラダンス

おやつ会おやつ会

手品手品

歌踊り歌踊り
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傘寿・米寿・卒寿・百賀の方をメインにお祝いしました。今年は20名!!傘寿・米寿・卒寿・百賀の方をメインにお祝いしました。今年は20名!!

今年の夏…の夏の夏年の夏今年今年今年の夏…

敬老会老会敬敬敬 会敬老会

毎年恒例の間野谷まつり・かき氷会と職員の出し物。 
涼と笑いで暑い夏を越しました。 

職員の出し物のプレゼントも♬職員の出し物のプレゼントも♬

お名前の頭文字であいうえお作文にし、
プレゼントさせていただきました♪  
お名前の頭文字であいうえお作文にし、
プレゼントさせていただきました♪  
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慰 問問慰慰慰慰慰 問 フラダンスフラダンス

第一興商 体操第一興商 体操
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足湯はじめました足湯はじめました

納涼祭納涼祭

外食外食

※効能には個人差があります
利用者様からの声

☆興味がある方は気軽にスタッフに声を掛けてください☆

対象：旭ヶ丘のご利用者様全員
　　 （お体の状態等で、出来ないと判断する

場合があります）
効能：むくみや冷えの改善　バスソルト使用に

より血流改善・保温効果　

アロマルームアロマルーム
隣のアロマルームでは、
落ち着いた雰囲気の中、
個室でアロママッサージが受けられます

「足湯を行いながら手のマッサージも受けられるので、終わると手足が軽くなる」
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栄養課だより
旭ヶ丘

◆調理法

旭ヶ丘では、季節のお野菜や果物を使った食事の提供を心がけています。
１1月はサンマも提供する予定です。
秋の食材を皆さまに楽しんでいただけたらと思います！

マヨネーズとケチャップを合わせたものを
オーロラソースと言います。
マヨネーズの甘さとケチャップの酸味、
そしてバターのコクがとてもよく合います。
利用者さまからは「斬新でおいしいね」と
お声かけいただけました！

こんにちは。栄養課です。
今回は施設で実際に提供している新しいメニューの紹介です。
簡単なので、是非ご家庭でもお試しください！

❶ 魚に軽く塩・こしょうをして、下味を付けます。
❷ バターを電子レンジで１０秒ほど加熱し、溶かします。
❸ そこにマヨネーズとケチャップを加え、よく混ぜます。
❹ 魚焼き用のグリルに魚を並べ、その上に③で出来上がったソースをかけます。
❺ 魚に火が通るまで焼きます。
❻ 焼き上がったらパセリを散らして完成です！

・魚の切り身 …………… ５切れ
（タラやサケやホキがおすすめです）
・塩・こしょう……………… 少々
・バター ………………………５ｇ
・マヨネーズ ……………… 25ｇ
・ケチャップ ……………… 25ｇ
・パセリ（飾り用）………… 少々

材 料 (5人分)
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まゆ玉
通所リハビリ

季節が変わりゆく
今日この頃、
元気にお過ごしですか？

季節が変わりゆく
今日この頃、
元気にお過ごしですか？

笑顔であふれる楽しいまゆ玉祭りになりました。

笑顔であふれる楽しいまゆ玉祭りになりました。

まゆ玉
祭り
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敬老会敬老会
還暦
（60歳）

緑寿
（66歳）

古希
（70歳）

喜寿
（77歳）

傘寿
（80歳）

米寿
（88歳）

卒寿
（90歳）

白寿
（99歳）

のお祝いをしました。
おめでとうございます。
のお祝いをしました。
おめでとうございます。



10

にっこり笑って「ハイ。ポーズ!」にっこり笑って「ハイ。ポーズ!」
まゆ玉祭りに参加しまーす!まゆ玉祭りに参加しまーす!

まゆ玉祭

元気いっぱいの
子ども達と触れ合い
とても嬉しそうな顔でした。

元気いっぱいの
子ども達と触れ合い
とても嬉しそうな顔でした。

ハッピを着てうちわを持って
まゆ玉祭りを楽しみました！！
ハッピを着てうちわを持って
まゆ玉祭りを楽しみました！！

まゆ玉祭

つくし保育園の慰問☆

まゆ玉祭りを行いました。
職員や利用者様も
ダンスに参加し盛り上がりました☆

まゆ玉祭りを行いました。
職員や利用者様も
ダンスに参加し盛り上がりました☆
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園芸療法
 行っています！

まゆ玉では園芸もリハビリの一環で行って

います。春よりトマト、オクラ、さつまいも

を植えて、夏にはトマトとオクラを収穫し

皆さんに食べて頂きました。植えるところ

から、水やり、収穫も皆さんに行ってもら

いました。（写真①、②）

畑仕事は中腰で行うことが多いです。園芸

によって普段は使わないような姿勢をとっ

たり、筋肉を使いますので、危険のないよ

うスタッフの付き添いで行っています。（写

真③）

この秋にはさつまいもを収穫予定ですのでお楽しみに♪

写真②写真②

写真③写真③

写真①写真①
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まゆ玉

まゆ玉栄養課では、
利用者様に喜んで頂けるような食事を
これからも提供していきます。

まゆ玉栄養課では、
利用者様に喜んで頂けるような食事を
これからも提供していきます。

焼きそばのトッピング（紅生姜、青のり）は利用者様の
お好みでトッピングしてもらいました。
とても喜んで食べて頂けました。

今年は模擬店で出た焼きそばをお昼に、
午後のおやつにクレープが出ました。

栄養課
行事食のご紹介

９月９日はまゆ玉祭りでした。

・パエリアライス
・チキンカレー
・サラダ
・焼きそば
・ヨーグルト和え

・パエリアライス
・チキンカレー
・サラダ
・焼きそば
・ヨーグルト和え

メニュー



13

リハビリコーナー

デイサービス・まなびクラブ合同で
８月に盆踊り大会を行いました

まなびクラブでの
打ち合わせ風景
まなびクラブでの
打ち合わせ風景

職員の踊りに合わせて、皆様も楽しく踊りました。職員の踊りに合わせて、皆様も楽しく踊りました。

紅
葉
に
向
け
て

新
作
作
成
中
で
す
。

紅
葉
に
向
け
て

新
作
作
成
中
で
す
。

紅
葉
に
向
け
て

新
作
作
成
中
で
す
。

紅
葉
に
向
け
て

新
作
作
成
中
で
す
。

打ち上げ風景
甘酒・ジュースで乾杯して
喉を潤しました。

打ち上げ風景
甘酒・ジュースで乾杯して
喉を潤しました。

“涼”を呼ぶ
と好評でした

リハ室のロールカーテン
アートです
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ショートハウス 銘仙の家

体重測定体重測定

銘仙カフェ銘仙カフェ
中庭にも出て、ケーキや栄養課の職員の
力作のラテアートなどを楽しみました♪
中庭にも出て、ケーキや栄養課の職員の
力作のラテアートなどを楽しみました♪

増
え
て
い
な
い

か
な
？

歩ける方はもちろん…車椅子の方も
そのまま体重計に乗って測れます！
歩ける方はもちろん…車椅子の方も
そのまま体重計に乗って測れます！

ショートハウスをご利用の方も月に一度、
体重測定をおこなっています。
ショートハウスをご利用の方も月に一度、
体重測定をおこなっています。

※車椅子の重さも測って、
あとから引いています。

う
ま
い
よ
〜
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夏まつり＆サンダーズ慰問夏まつり＆サンダーズ慰問

練りきり(和菓子作り)練りきり(和菓子作り)

介護付有料老人ホーム 銘仙の家

大きな慰問者に
びっくり!!

それぞれのゲームを真剣に
なって楽しんでいました。
それぞれのゲームを真剣に
なって楽しんでいました。

自分たちで練りきり作りをして
美味しくいただきました。
自分たちで練りきり作りをして
美味しくいただきました。

外の空気を感じながらの
コーヒーはとても美味しい
花もきれいでした。

外の空気を感じながらの
コーヒーはとても美味しい
花もきれいでした。

中庭カフェ中庭カフェ



















私たちは、利用者様に最適な介護を提供する地域福祉の拠点として、地域の安心を支えます。私たちは、利用者様に最適な介護を提供する地域福祉の拠点として、地域の安心を支えます。

法令厳守 ① 当施設は説明と同意（インフォームドコンセント）に基づくサービス提供を行います。
② 利用者の尊厳を守るため、個人情報保護を尊守し情報の利用目的を定めております。

理  念理  念

24

TEL.0270-62-2000TEL.0270-62-2000特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

TEL.0270-75-0075TEL.0270-75-0075高齢者複合施設高齢者複合施設

いせさ き

No.17 社会福祉法人 和会
なごみかい
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