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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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日ごろの感謝を込めて、旭ヶ丘のお母さん・お
父さん達に美味しいデザートを作りました。母
の日会のクレープアラモードは贅沢にソフトク
リームとフルーツを添えて。父の日会には甘さ
控えめの大きな生クリームどら焼き。どちらも
大満足でした。
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7 月 7 日（日）七夕の日、第 3 回原会・和
会合同カラオケ大会が盛大に行われました。
惜しくも優勝は逃しましたが、4 名の代表者
の皆さん、素晴らしい歌声を披露してくだ
さり、本当にありがとうございました！
良い思い出がまた一つ増えましたね。

広いデイフロアーを活用して、玉入れやお玉リ
レー、パン食い競争で盛り上がりました。「手
を使っちゃダメですよー！」の声は、どうやら
届かなかったようです。結果は仲良く引き分け。
紅組・白組どちらも頑張りました！
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作品展作品展

外出レク（お花見）（お花見）（おお花お花花花おお花外出レクレククク外出レク（お花見）４月になり桜をはじめ菜の花など色とりどりの花が咲く季節になりました。気候も暖かな日が多く
なり外に出掛けたくなるそんな春に旭ヶ丘ではお
花見の外出をしました。今年はせせらぎ公園・高
津戸公園に行きお花見をしながらおやつを食べ、
暖かな春を感じてくることができました。

今年も太田イオンで作品展が行われ、旭ヶ丘からも多くの作品を出展し
ました。会場に色々な作品があれど、自分たちが一生懸命作った作品が
一番！！と喜ばれていました。太田イオンでは買い物と食事もされ、外
出を楽しまれていました。
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外出レク（昼食・買い物）・・クレレ ・・・レ外出レク（昼食・買い物）

今年も第一興商に来ていただき音楽と
体操のレクリエーションを行いまし
た。軽快なリズムと音楽で皆さん自然
と体が動いていました。体操が終わっ
た後は皆様体も温まりとてもいい笑顔
をされていました。

毎回皆様楽しみにされているスマーク外
出を行いました。今回はスマークで昼食
を食べ、思い思いの買い物をされゆっく
りと外出を楽しまれていました。

慰問【音楽レクリエーション】
クリエーシ
クリエクリエーシリエクリ ー
レ

ョン

【音慰問【音楽レクリエーション】
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みなさんが一生懸命作りあげた作品が５月の作品展に展示されました。
どれも素敵な作品に仕上がりました。
みなさんが一生懸命作りあげた作品が５月の作品展に展示されました。
どれも素敵な作品に仕上がりました。

外食外食

鯉のぼり
見学
鯉のぼり
見学

次回の作品展もお楽しみにしてください。次回の作品展もお楽しみにしてください。
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栄養課だより
旭ヶ丘

今回ボリューム満点でしたが 、皆様“ほぼ完食”されていました。

季節の食事に大興奮！される方が続出でした（笑）

普段なかなか出せない季節の野菜を使った食材に、嬉しそうに食事す

る方が多く、皆さまから美味しかったよとたくさんの声をかけていた

だきました。

7月24日には沖縄フェアとして沖縄のおやつを提供します。

こういった季節に合わせて、献立を作っています。

これが食べたいというリクエストがあれば、お待ちしています！

8月は16日に間野谷祭りを予定しています。8月は16日に間野谷祭りを予定しています。

・そうめん
・なすの天ぷら
・しし唐の天ぷら
・かき揚げ
・ゴーヤチャンプル
・塩昆布和え
・薬味
（みょうが、キュウリ、
しょうが、しその葉）
・ぶどう
・冷や汁（つけだれ）

こんにちは。栄養課です。
雨が降り続き、ジメジメした日が続いて
います。こまめに水分補給をして、熱中
症などには十分にご注意ください。
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まゆ玉
通所リハビリ
まゆ玉
通所リハビリ

まゆ玉通所リハビリでは毎月　イベントやレクリエーションを
いろいろ考え　行っています。

いくつかご紹介したいと思います。

まゆ玉通所リハビリでは毎月　イベントやレクリエーションを
いろいろ考え　行っています。

いくつかご紹介したいと思います。

紙ねん土を利用者様の好きな形に
作っていただき和紙で包み
ラインストーンやスパンコールで
デコレーションしました。
個性豊かな素敵な作品ができました。

紙ねん土を利用者様の好きな形に
作っていただき和紙で包み
ラインストーンやスパンコールで
デコレーションしました。
個性豊かな素敵な作品ができました。

茶たく作り茶たく作り
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七夕かざり作り七夕かざり作り

かしわもちかしわもち
ぐらぐらゲームぐらぐらゲーム

七夕かざりを作り
短冊に願いを書きました。
願いがかないますように。

七夕かざりを作り
短冊に願いを書きました。
願いがかないますように。

新聞紙とおりがみでかしわもちを作り
バランスをとりながら積み上げる競争をしました。
みんなドキドキしながら楽しんでました。

新聞紙とおりがみでかしわもちを作り
バランスをとりながら積み上げる競争をしました。
みんなドキドキしながら楽しんでました。



☆レクリエーション☆☆レクリエーション☆

高い点を狙っ
て！！

笑いもあり！！

楽しまれてい
ました！

高い点を狙っ
て！！

笑いもあり！！

楽しまれてい
ました！

作品展見学のためイオンモール太田へ行ってきました。
今年のN棟の作品は立体イノシシです！！
作品展見学のためイオンモール太田へ行ってきました。
今年のN棟の作品は立体イノシシです！！

買い物レクリエーション inスマーク
買い物の後はおやつタイムです。
買い物レクリエーション inスマーク
買い物の後はおやつタイムです。

作品展にお出掛け！
素敵な作品が沢山観られましたね。
作品展にお出掛け！
素敵な作品が沢山観られましたね。

☆慰問☆☆慰問☆
手作りうちわで
盛り上げました！！
手作りうちわで
盛り上げました！！

作品展の見学後は、
美味しいおやつも食べてきました☆
作品展の見学後は、
美味しいおやつも食べてきました☆
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暑中お見舞いを作成しました。
皆さん、楽しそうに作成し、夏らしいお
便りや涼しそうなお便りになりました。

新入職員
紹　介 今年4月、新しいリハビリスタッフが入職しました。

お名前は、外山紗英子（とやま　さえこ）さんです。
入職に際し、一言お願いします。

今年4月、新しいリハビリスタッフが入職しました。
お名前は、外山紗英子（とやま　さえこ）さんです。
入職に際し、一言お願いします。

作業療法士の外山紗英子です。
早く仕事を覚えて、利用者様へよりよいリハビリを
提供したいと思います。よろしくお願いします。
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まゆ玉

まゆ玉栄養課は、今後も利用者様に美味しく楽しいお食事を
提供できるように努めていきたいと思います。

６月のお誕生会はえび、ピー
マン、南瓜の３種盛り合わせ
天ぷらと、手作り茶碗蒸しが
大好評でした。季節に合わせ
て天ぷらの野菜を変えたり、
新たに天つゆを追加するなど
様々な工夫をしています。こ
れからもより良いお食事を提
供できるよう、精進していき
ます。
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グループホーム 銘仙の家

こどもの日こどもの日

家族会家族会

家族様と一緒に
群馬フラワーパークまで
お出かけしてきました！！

家族様と一緒に
群馬フラワーパークまで
お出かけしてきました！！

鯉のぼりの形の

オムライスや練り
切りを食べて、

こどもの日をお祝
いしました！

鯉のぼりの形の

オムライスや練り
切りを食べて、

こどもの日をお祝
いしました！
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介護付有料老人ホーム　銘仙の家

皆様の願
い事が叶いますように皆様の願
い事が叶いますように

今年も楽しく運動会が行われました！
皆様張り切っています　
今年も楽しく運動会が行われました！
皆様張り切っています　

スタッフが出し物を披露しました♪スタッフが出し物を披露しました♪
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デイサービスセンター 銘仙の家
今年はデイサービス１階、２階・ショートサービス１階、２階・
有料老人ホーム１階・２階、グループホームで競いました。
ラジオ体操に始まり、玉入れ・万歩計ふりふりの競技の結果、
デイサービス２階が見事総合優勝に輝きました！

七夕会では七夕にちなんだ紙芝居を行い、その後、デイサー
ビス職員全員による「たなばたさま」をギター演奏・合唱しま
した。普段なかなか披露出来ない職員全員の歌声を皆様へ
お届けできた日でした！

今年は初の試みで、職員によるかくし芸を披露しました！
ギター、ピアノ、縦笛などの楽器系のほか、サッカー、ダン
ス、バルーンアート、空手の型など多種多様な特技を皆様
にお届けしました！

今年は初の試みで、職員によるかくし芸を披露しました！
ギター、ピアノ、縦笛などの楽器系のほか、サッカー、ダン
ス、バルーンアート、空手の型など多種多様な特技を皆様
にお届けしました！



い せ さ き
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初めてのパンランチだったので、
皆様とても喜んでいただけました。
初めてのパンランチだったので、
皆様とても喜んでいただけました。

栄養課栄養課

メニューメニュー
・ タマゴサンド
・ ツナサンド
・ あんこホイップ
・ ジャムマーガリン
・ 焼きそばパン
・ カレー
・ すいか

・ タマゴサンド
・ ツナサンド
・ あんこホイップ
・ ジャムマーガリン
・ 焼きそばパン
・ カレー
・ すいか

今後も栄養課では、行事食などイベントを通して利用者様に喜んで頂ける食事提供をして
行きたいと思います。
今後も栄養課では、行事食などイベントを通して利用者様に喜んで頂ける食事提供をして
行きたいと思います。

サンドイッチ
　バイキング
サンドイッチ
　バイキング
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い せ さ き

養護老人ホーム
いせさき

養護老人ホーム
いせさき

カラオケカラオケ

お花見

お誕生日おめでと
うございます

happybirthday

華道
ボール投げ

今年の収穫は？今年の収穫は？



い せ さ き

ISESAKI18

栄養課栄養課

メニューメニュー

・　羊羹
・　イチゴケーキ
・　シュークリーム
・　漬け物（白菜・たくあん）

・　羊羹
・　イチゴケーキ
・　シュークリーム
・　漬け物（白菜・たくあん）

メニューメニュー

・　ちらし寿司
・　天ぷら盛り合わせ
・　ほうれん草のゴマ和え
・　みかん缶
・　清汁

・　ちらし寿司
・　天ぷら盛り合わせ
・　ほうれん草のゴマ和え
・　みかん缶
・　清汁

ひな祭りメニューひな祭りメニュー

今後も栄養課では、行事食などイベントを通して利用者様に喜んで頂ける食事提供をして
行きたいと思います。
今後も栄養課では、行事食などイベントを通して利用者様に喜んで頂ける食事提供をして
行きたいと思います。

おやつバイキングおやつバイキング
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い せ さ き

養護老人ホーム
いせさき

養護老人ホーム
いせさき 迎春2019年

花見

体操

お誕生日おめでと
うございます

ひな祭り



combined facility of isesakiいせさき高齢者複合施設

ISESAKI20

住宅型有料老人ホーム
いせさき

住宅型有料老人ホーム
いせさき

特別養護老人ホーム
いせさき

特別養護老人ホーム
いせさき

焼きまんじゅう焼きまんじゅう
移動販売移動販売 水5/22

コドモヤコドモヤ移動衣類販売移動衣類販売 土4/27

みなさん
素敵な衣装に
夢中！！

みなさん
素敵な衣装に
夢中！！みなさん美味しいと

とても喜ばれておりました。 
みなさん美味しいと
とても喜ばれておりました。 

これからも元気でいてください。これからも元気でいてください。

みんな笑顔で、
はいチーズ!！
みんな笑顔で、
はいチーズ!！花見花見

上手に生けました上手に生けました生け花生け花

早く大きくなれ。早く大きくなれ。
端午の節句端午の節句

誕生日おめでとうございます誕生日おめでとうございます

ゴーヤ作りゴーヤ作り
令和になり初めての節句です。令和になり初めての節句です。



小 泉 の 杜

21KOIZUMI NO MORI

小泉の杜 栄養課だより

誕生日会

パンランチ

パンランチ

５月５月

いきいきサロン

７月７月

鶴と亀のゼリー付き！
健康で過ごせますように…♪
鶴と亀のゼリー付き！
健康で過ごせますように…♪

メロンの器がおしゃれな
フルーツポンチ♪
メロンの器がおしゃれな
フルーツポンチ♪

メンチカツや
卵サラダを
挟みました♪

メンチカツや
卵サラダを
挟みました♪

好きな具材を挟んで
サンドイッチを
作りました！

好きな具材を挟んで
サンドイッチを
作りました！

Happy Happy 
BirthdayBirthday

Happy Happy BirthdayBirthday ６月６月
誕生日会

松花堂弁当で
ご提供♪
松花堂弁当で
ご提供♪

鮭のきのこソースかけ、
ほうれん草のポン酢和え etc…♪
鮭のきのこソースかけ、
ほうれん草のポン酢和え etc…♪
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小 泉 の 杜

小泉の杜 デイサービスセンター

カラオケ大会カラオケ大会

6月

7月

暑くなってきたので
ノンアルコールビール

始めました！

暑くなってきたので
ノンアルコールビール

始めました！

たくさんの種類の中か
ら

選んで食べました
たくさんの種類の中か

ら

選んで食べました

一生懸命練習し、
2位入賞しました！
一生懸命練習し、
2位入賞しました！

ベビーカステラ作りベビーカステラ作り

たこ焼き器で作り、ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞは
ﾁｮｺｿｰｽと生ｸﾘｰﾑで★
たこ焼き器で作り、ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞは
ﾁｮｺｿｰｽと生ｸﾘｰﾑで★

焼きまんじゅう焼きまんじゅう

小泉農園で採れたじゃがいもで
ﾎ ﾃ゚ﾄﾁｯﾌ ｽ゚・ﾌﾗｲ・ﾊ ﾀ゙ｰで頂きました！
小泉農園で採れたじゃがいもで
ﾎ ﾃ゚ﾄﾁｯﾌ ｽ゚・ﾌﾗｲ・ﾊ ﾀ゙ｰで頂きました！
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Koizumi-no-mori小泉の杜特別養護老人ホーム

入所フロア
5月

七夕会では調理レク
を

行いました。フルーチ
ェ作りを

しておいしくトッピン
グ☆

七夕会では調理レク
を

行いました。フルーチ
ェ作りを

しておいしくトッピン
グ☆

スマークお買い物ツアースマークお買い物ツアー

七夕会七夕会

6月

7月
まつざき幸介様慰問まつざき幸介様慰問

こいのぼり見学ツアーこいのぼり見学ツアー

スマークへの外出レクでお買い物や食事を
楽しんできました
スマークへの外出レクでお買い物や食事を
楽しんできました

美味しいもの
たくさん食べて
お腹いっぱい！
美味しいもの
たくさん食べて
お腹いっぱい！



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.20 社会福祉法人 和会
なごみかい
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