
　平成２３年５月２５日フットサル会場にて『第１回ようざんフット

サル大会』を開催しました。当日は怪我もなく、スタッフ一同大盛況

で終了することができ、多くのスタッフの笑顔が見られて心から嬉しく

なりました。ようざんスタッフ全体が盛り上がれた大変有意義な時間

でした。

　私たちの仕事は認知症ケアです。認知症の方をケアするのは簡単

な事ではありません。ようざんスタッフは日々厳しい現実と向き合い、

精一杯のケアに取り組んでいます。今回は、そんなスタッフに今以上

に元気になってもらいたいという思いからこの大会を企画しました。ス

ポーツを通じてスタッフの気分転換を図ると同時に事業所内でチーム

ワークが生まれ、事業所内でのさらなるケアの質の向上が望めると考

えました。

　認知症ケアを徹底し利用者様を大切にしていくのならば、まずはス

タッフこそ大切にしていくべきだと思っています。それはスタッフが心

身共に健全にいられることが最高のケアへの近道であるからです。

ようざん通信

ケアサポートセンターようざん
http://youzan.jp/

主権
在客

（平成２３年 6月１日発行）

この大会を通してようざんは大切なものを得られたのではないでしょ

うか？

これからもこの大会を第２回、第３回と継続していくことで、様々な

大きな力を生み出すことが可能だと信じています。そして、ようざん

は一人でも多くの認知症高齢者を全力で応援していきたいと思いま

す。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　ショートステイようざん　管理者　石原　賢

優勝チーム　ようざん貝沢
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グループホームようざん飯塚
認知症対応型共同生活介護

ケアサポートセンターようざん
小規模多機能型居宅介護

新緑が目にまぶしい季節となり、さわやかな初夏

の風に吹かれ気持ちの良い今日この頃です。皆様、

いかがお過ごしでしょうか？

ようざんユニットでは、５月５日に「オープンカ

フェ」を開催しました。高崎経済大学のACTの

皆様や各ユニットの方々にもご協力頂き、珈琲の

香りが漂う中、職員手作りの焼きもちやプリンアラ

モード、ノンアルコールビールなど利用者皆様にお選び頂き、美味し

く召し上がっていただきました。職員の出し物として、「二人羽織」を

させていただきました。お化粧をしたり、ケーキを食べたりしながら、

あられもない姿に大いに笑って喜んで頂けました。また、皆さんで合

奏なども行い、楽しいひと時を過ごす事が出来ました。今回だけでの

イベントではなく、並榎の

名物恒例イベントとしてい

けたらと考えております。

「母の日」には、菜の花や

藤の花を見にドライブに出

かけ、きれいに咲いた花々

を見て楽しく過ごしました。

おやつの時間には、日頃

の感謝の意を込めて、職員手作りカーネーションと手紙などを送ら

せて頂きました。

これから、暑くなりますので、水分補給をこまめに行い、利用者様

が安心に楽しんで過ごせるように努めていきたいと思います。（吉田）

新緑の季節になりました。緑がまぶしい、すがすがしい日が続きます。

グループホームようざん飯塚がスタートしてもう２ヶ月。早いですね。

１日１日・・・、毎日が駆け足で過ぎていきます。

　忙しい日々にこそ季節感を大切にしたいと、グループホームようざ

ん飯塚では、５月の節句にちなんで鯉のぼりの貼り絵を作成したり、

ご利用者様全員と藤の花を見に行ったりしました。藤の花を見に行っ

た際は、ご利用者様にとって久しぶりの遠出ということもあり、車中で

も話に花が咲きました。次はどんな花を見られるでしょうか。季節を

味わうイベントを考えるのは、仕事とはいえ楽しいものです。

　さて、それでは、グループホームようざん飯塚の自慢話をさせて

ください。( 笑 )それは、お食事がとても美味しいと言うことです。

安くて美味しい食材を探す労を惜しまず、「ちょっと一手間」の工夫

を考え、簡単美味しいメニューも開発（？）して、職員一同がんばっ

ています。・・・こんな自慢をしていると、｢本当に美味しいの？味

見させてよ。｣と言われそうですね。ぜひ、グループホームようざん

飯塚へお越しください。近いうちに「限定試食会」を開催しようと

考えています。（「限定」という言葉にそそられるでしょう！）みなさん、

ウチくる？　　　いくいく♡（浅見）
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スーパーデイようざん飯塚
みなさん、こんにちは！

５月に入り、ふじの花も見頃を迎え、こちらスーパーデイようざん飯

塚でも藤岡の “ふじの咲く丘” へ藤見見学に行ってきました。ちょうど

満開を迎えた藤の花、天気にも恵まれ利用者様の顔も笑顔いっぱい

になっていました。

　また、先日は家族会も兼ねスーパーデイようざん飯塚では初となる

「イチゴ狩り」に出掛けてきました。イチゴ狩りが初めてという方も多く、

パンフレットで事前に説明をすると「ここへ行くんかい ?! 初めてだよ！」

と期待と不安を胸に出発しました。イチゴハウスの中は甘い香りに、

真っ赤なイチゴがたくさん！！「どれにする？」「これ甘そう！」「採って

きたよ～！！」と元気な声がハウス中響きわたっていました。出席して

下さったご家族の方も「なかなか夫婦で行けな

くてね・・」と喜ばれておりました。

　５月は “見て” “食べて” 季節を感じて頂く

行事が多くありました。「また来年だね」とよ

く言いますが考えてみると、来年同じ場所へ

同じ人で行くのは当たり前ではないと最近感じ

ます。今ある一瞬、一瞬を・・そして利用者様一

人一人を大切に日々努めていきたいです。これからも 五感を

刺激するような、季節感あふれる行事をたくさん行っていきたいと

思います！（山田）

ケアサポートセンターようざん栗崎
小規模多機能型居宅介護

　初夏の季節となりました。当苑では今年の省エネ暑さ対策として緑

のカーテンを作りました。早くつるが伸び朝顔が咲き、ゴーヤができ

るのを楽しみにしています。

さて、５月１１日に焼肉・焼きそばパーティーを行いました。あいに

くの雨…室内でホットプレートを真ん中に囲み利用者様にも手伝って

頂き、美味しい焼きそばや焼き肉ができあがり、「たまにはこういうの

もいいね」「おいしいよ!!」と普段少食の利用者様もペロリと完食され

ました。天候には恵まれませんでしたが楽しい焼きそばパーティーに

なりました。その他にも、季節感を味わって頂こうと、藤の丘や藤岡

運動公園に藤の花を見に行ったり、バラ園にドライブに出かけました。

　また、５月８日は母の日でした。母の

日といえばカーネーションという事で職員

が花紙を使い、手作りカーネーションをプ

レゼントさせていただきました。「きれい

だねぇ…」「本物みたい」と言って喜んで

頂き、うれしく思います。

　これからもドライブにでかけたり、ワクワ

クするようなレクリエーションを行っていきます。そして利用者様に

楽しい時間を過ごしていただき多くの笑顔が見られるように努めて

いきます。（関）
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ケアサポートセンターようざん並榎
小規模多機能型居宅介護

新緑の色増す季節となりました。

さわやかな風が夏の匂いをふくんでいるように感じ

る今日この頃です。

５月５日（木）

ツツジが満開に咲く苑外にて、並榎合同レクリェー

ション【ようざんカフェ】を開催しました。職員はメ

イド衣装で接客し、手作りおやつ・数種類の飲み物

が提供され利用者様は「おいしいね」ととても喜ば

れていました。ノンアルコールビールも用意され、

飲まれた利用者様は「なつかしい！」「うまい！」と普段見ることのできないような満面の笑顔がみられ大好評のイベントでした。

５月８日（日）

ケアサポートセンターようざん並榎では、

母の日のイベントとしてカーネーション

を製作して自宅で飾って頂けるように綺

麗にラッピングをしました。カーネーショ

ンを見た利用者様は、「本物みたいだ

ねぇ」「綺麗にできたね」と優しい笑顔

でした。

５月９日（月）

藤岡のふじの咲く丘へ出掛けました。晴天に恵まれ、藤棚を薄紫の花房がみごとに彩る中、持参したお弁当を食べてから歌を唄ったり、横になっ

て休んだりとゆっくり過ごして頂きました。皆様の表情はイキイキと嬉しそうでした。これからも、変わりゆく季節をあじわいながら様々な行事

を通じ、利用者様に楽しく・安全に過して頂けるように努力していきたいと思います。（桜井）

認知症対応型通所介護

スーパーデイようざん石原
　不如帰が軽やかにさえずり、桜の花びらが舞い散り、夏を迎える爽やかな緑風を心地よく感

じる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。スーパーデイようざん石原は、公園も近く緑

に囲まれ日々の外気浴や散歩が大変気持ち良く、堤防に出ると地域の方 と々自然にふれあえる

素敵な環境の中にあります。利用者様との散歩は日課になり、田畑の作物や道端の小さな草花

ひとつにも歓談の種は尽きず、日々穏やかな笑顔に包まれています。

スーパーデイ石原は、６月１日でオープンから２ケ月になりますが、安心して楽しく過ごして頂

けるよう職員一同、真心のケアで励んでまいります。（小林）
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ショートステイようざん
短期入所生活介護

　初夏を思わせるような青空と緑風に麦の穂が揺れて　今、ショートステイの周りは黄金色や緑

のジュータンを敷き詰めたような景色が広がっています。

ショートステイでは先月に続き、大好評だったお弁当を持って藤の花見に出かけました。お弁当を

開けると「わぁ～おいしそう！」と歓声があがるほど。会話も弾み、楽しいお弁当タイムとなりまし

た。腹ごしらえの後は、いよいよ藤棚の下をくぐりながらの花見。皆様、首が痛くなるのでは (?)

と思うほど棚を見上げて「きれいだね」「いろんな色があるね」等とおっしゃりながら楽しんでおら

れました。そんな利用者様の笑顔を見て、職員もとてもうれしいひと時を過ごさせていただきました。

その他、恒例となった喫茶レクや東日本大震災のため中止していた矢中町のセブンイレブンさん

ご協力による昼食レク（おにぎり・焼きそば・飲み物）も開催しました。今回も大変盛り上がりました。

セブンイレブンさん、いつも本当にありがとうございます。

そして「ご利用者様と一緒に花を植えたら楽しいだろうね」という職員のつぶやきから始まったガーデン作りが本格的にスタートしました。ご

利用者様と一緒に石拾いや苺の移植、そして肥料蒔き等、まだまだ完成には時間がかかりますが全職員が力を合わせて作業したり、デザイン

を考えたり、エクステリアのボランティアの方がアドバイスをして下さり、また、車イスでも楽しめるよう小道をつけて下さるなど細やかな配慮

をして下さったおかげ

で素敵なガーデンに

なりそうです。ご利用

者様やショートステイ

を訪れる皆様の癒し

になることを願いつ

つ、楽しく作業を進

めていきたいと思いま

す。（塚越）

認知症対応型通所介護

スーパーデイようざん双葉
  寒暖の差が激しい今日この頃ですが、皆様、

体調を崩されたりしていませんか？

  スーパーデイようざん双葉では、先日、藤

岡みかぼみらい館に藤の花を観に行ってき

ました。淡い薄紫の藤棚が、数十メートル

にわたって5月の風に揺れていました。心

地良い風が、爽やかな藤の香りを運んで「良

い香りですね～」と季節を感じ穏やかなひと時を過ごすことができま

した。

　制作レクリエーションでは利用者様の「これがいいね」というリクエ

ストに応じて、ふくろうの御守り作りをしました。余り布を使い、様々

な色の組み合わせにより、一つ一つがとても可愛らしい物に仕上が

りました。

　誕生会では、腕利き職員の手作りケーキとピザ風おやつでお祝

いし、とても喜んでいただくことができました。他にも、植木鉢にペ

イントし、花の苗を植えて開花を楽しみにしたり、天気の良い日に

は庭でティ―タイムを楽しんだりと・・・様々な季節の行事を計画

しながら充実した時間が過ごせるよう、職員一同頑張っています。

　これから、暑い季節になってきますが、体調管理に気を配りなが

ら、季節を楽しみ、元気に過ごせるよう頑張りましょう。（猪熊）
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居宅介護支援事業所ようざん　
　４月から居宅介護支援事業所ようざんに入職しました清水です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今まで特別養護老人ホームで４年間、介護老人保健施設で５年間、合計９年間現場で介護のお仕事をさせて頂いていま

した。その中で施設ケアマネとして３年程お仕事をさせて頂いていましたが、ご自宅で暮らしていて困っている一人でも多く

のお年寄りの方々のお役に立ちたいと思い、この度ようざんでお世話になる事になりました。ようざんに入職して最初に感じた

事は職員の方、利用者様、ご家族様がいつも笑顔で楽しそうに過ごされていて、困っている人がいたらみんなでその人を助けてあげるような

そんな印象を受けました。居宅介護支援事業所の職員の方もみなさんとても親切で丁寧に指導してくださるので毎日がとても充実しています。

　居宅での経験はありませんが、施設で学んだ知識や経験を生かし、お年寄りの一人一人の気持ちを考えながら、少しでもお役に立てるよう

に一生懸命頑張っていきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いします。（清水）

　５月より居宅介護支援事業所にケアマネとして入職しました。以前は西毛地区にあります介護施設でケアマネージャーを７年間やってきまし

た。居宅での経験はほとんどないので皆さんにおそわりながら一歩一歩前進しております。介護を必要とするお年寄りの支えになれるよう情報

の収集を行い。本人の生活スタイルに合った、よりよい介護を提供できるよう勉強と経験を積んでいきたいと思います。

実は、我が家にも認知症を患っている９５歳の義母がおります。幸いにして体はいたって丈夫です。食欲も若い人には負けません。朝食はカ

フェオレにチーズトースト、好きなものはステーキ、「年寄りは小食ってえのはうそだよ。私は何でも食べられるもの」と少し江戸っ子訛りで話

します。義父が定年までの間、東京で一緒に住んでいたことが自慢です。東京といっても神奈川県川崎市ですが！その頃は川崎

もすべて東京の感覚だったようです。仕事を持っていた私です。孫の面倒はほとんど義母に見てもらい大きくなりました。言

葉で表せない位お世話になった義母ですが、トンチンカンなことを言ったり、何度も同じ質問をしたり、毎回同じ話が出るこ

とに閉口し、私が邪険な振る舞いをしてしまうことがあります。認知症を家族に持つ者の気持ちは十分理解できます。お互

いの過剰な負担を軽減し、より長く在宅で生活できるプランを提案していきたいと思います。（沼澤）

５月のデイサービス並榎では、利用者様、職員ともに新しい仲間を迎

え沢山の行事を楽しみました。５月５日に行った青空カフェではあい

にくの曇り空でしたが、それぞれ好きな飲み物、デザートを選んでい

ただき召し上がっていただきました。デイサービスの職員による出し

物では二人羽織を行い楽しんで頂けたご様子でした。

また、畑仕事が得意な利用者様により今年もトマト、なす、きゅうりを

植えました。今月のドライブでは藤の咲く丘へと行きました。満開でと

てもきれいでしたね。それから板鼻のポピーやルピナス（別名　登り

藤）を見に出かけました。とても香りが良く癒されましたね。

手作りおやつのレクリエーションではクレープを作りました。また３

時のお茶の時間には職員による手作りおやき、バナナマフィンなど

を提供しとても好評でした。お天気の良い日にはお散歩へ行き外の

空気に触れる時間を作り、気分転換を図りたいと思います。最近は、

気温差が激しく３０度を超える日もあり、次の日には前日に比べマ

イナス１０度を記録する日もあり、体調面がとても心配されますが、

水分摂取や室温に気を付け、健康管理に力を入れていきたいと思

います。（石川）

通所介護

デイサービスようざん並榎

　新しい仲間が２人増えました
居宅介護支援事業所
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スーパーデイようざん貝沢
　こんにちは。お初にお目にかかります。

高橋新実と申します。今月は、行事盛り

だくさんの中、選りすぐりの二つをご報

告いたします。外出レクの中で、今月の

目玉は、なんといっても三ッ寺公園への

ピクニックでしょう。当日の降水確率は７

０～８０%・・。午後になるほど確率が

高くなっており、案の定、出発直後から

降られる始末。ところが、三ッ寺公園に

着く頃には雨は上がり、陽射しさえ出てく

る陽気となりました。沢山のつつじの花に出迎えられ、一気に気分は

最高潮！お弁当を皆さんで美味しく食べ、その後は公園内を散策した

りボール遊びを楽しみました。その中で一際輝きを放つ方がお一人。

見た目はまさしく紳士。動けば職員よりも身のこなしが軽やかな清水

様。川に落ちてしまったボールを革靴なのにも関わらず、誰よりも早く

追いかけ、職員の制止にも耳を貸さず、岸から岸へと飛び移り、ボー

ルを取って下さいました。

　ほどなくした頃、小雨が・・。一斉に車に乗り込んで長いドライブ（本

当は道に迷った）の末、箕郷の芝桜公園へ到着しました。ここでやっ

と全員で記念撮影タイム。美しい景色に囲まれると自然に素晴らしい

表情になるものですね。芝桜に

負けず劣らず、皆さんのとびっ

きりの笑顔をスナップショットに

おさめる事が出来ました。ここで

タイムアップ。帰路の途中で土

砂降りの雨。天気を味方に付けた私達でした。

　二つ目はお饅頭作り＆家族会です。蜂須賀様の奥様、愛子様を講

師としてお招きする事になった経緯は長い為に省略する事として、愛

子様の愛情がたっぷりこもった手作り饅頭のレシピを公開していただ

き、女性利用者様を中心にして、あんこがたっぷり入った蒸し饅頭を

作りました。その後には、ようざん貝沢単独で初の家族会を催しました。

終始打ち解けた和やかな空気の中、会が進められました。日課表や

拡大写真を紹介しながら、日中の様子をお伝えしたり、日常の利用者

様の暮らしぶりや若い頃のこと、ご家族様の悩み等々、テーブルごと

に思うままに話してもらいました。時間が足りなかった感も否めなく、

今回出席出来なかった方々もいるので、また別の機会に、できれば定

期的に家族会を予定して皆様との親交を深めていけたらと思いまし

た。梅雨に入る前の貴重な時期をとことん利用し、これからもたくさん

楽しい行事を企画していきたいと思います。（高橋）

　新しい仲間が２人増えました

グループホームようざん
認知症対応型共同生活介護

　日に日に暖かさが増し、朝夕の寒さも和らいできているようで、よう

やく春の訪れが来たような気がします。草花や野菜にも春が感じられる

ようになり、視覚から味覚から季節の変化を楽しんでいます。

　５月上旬に利用者様とドライブで鼻高と観音山ファミリーパーク、高

崎市染料植物園で行われた『花と緑の彩コンサー

ト』へ出掛けました。緑を増した景色に皆様喜ん

でくださり、利用者様にも春の訪れをたくさん感じ

て頂けたようでした。花と緑の彩コンサートでは、

快晴の中、皆様ウクレレの生演奏とフラダンスを見

て大変楽しまれていました。

制作レクリエーションではバラの絵で貼り絵を現在

制作しており、華やかな絵をホールに飾ろうと集中して取り組んで下

さっています。

　これから益々暖かくなり、暑くなってきます。節電・節水を心掛けて

おりますが、利用者様の体調に気を配っていきながら、皆様に笑顔と

安心・安全な生活を送って頂けるようにと考えております。（上野）



ようざん通信p.8
認知症対応型通所介護

スーパーデイようざん栗崎
  街路樹の下のつつじが

色とりどりの花をつけ、

私達の目を楽しませてく

れる季節になりました。

スーパーデイようざん栗

崎には毎年 5月の声を聞

く頃になると、換気口の

上に巣作りをするツバメ

の姿が見られます。今年も

かわいいヒナの姿が見え隠れするようになりました。何度もエサを運

ぶ親ツバメの様子に利用者様が「早く大きくなって元気に巣立ってく

れるといいねぇ」と職員に語り掛け、今年も全員でヒナが巣立つ日を

暖かく見守っていきたいと思います。

今回スーパーデイようざん栗崎では、『握り寿司』を職員と利用者様

で協力して作りました。酢飯作りやみそ汁作りも利用者様と一緒に行

い１１時を過ぎたころには、ホール内が家庭的ないい匂いに包ま

れました。「きょうは御馳走だね」と笑顔いっぱいの利用者様の顔

をみて職員もつられて笑顔になりました。大きな口を開けておいし

そうにお寿司を頬ばる利用者様お一人お一人をみていると、とても

うれしくなりレクリエーションをする意味について改めて考えさせら

れました。

　また、５月の制作レクリエーションでは、ジャバラの用紙を使い

こいのぼりを作成し利用者様お一人お一人にお持ち帰り頂き、ご家

族より「部屋に飾って季節感を楽しんでいます。」とお礼の言葉を

頂戴しております。現在は、折り紙で『虹とてるてる坊主』を作成

中です。細かな作業ですが、皆様集中して取り組んでおられます。

てるてる坊主は色々な表情を描いて楽しく製作しております。これか

らも利用者様やご家族様に喜んで頂けるようレクリエーションを充実

させられるよう職員一同で一致団結してがんばってまいります。

（清水）

ケアサポートセンターようざん石原
小規模多機能型居宅介護

5月の暖かな午後のひと時に、気持ちもほっこり温かく癒してくれる澄

んだ琴の音が、心とホールに響きました。　これは、5月9日にオー

プンして2ヶ月が経った、ようざん石原に初めてイベントに来て下さっ

た木村久恵先生による琴の演奏会です。当日は、先生の奏でる琴の

調べに合わせて童謡から歌謡曲と幅広くご利用者様皆さん一緒に歌を

唄われていました。　また、先生の独演奏では、すっかり魅了され楽

しく感動的なあっという間の2 時間でした。私も琴の音はＴＶやＣＤ

などを通して間接的にしか聞いたことがありませんでした。初めて聴

く生演奏に、当日は記録の担当でしたが、ペンを持つ手も止まりが

ちとなり、ついつい聴き入ってしまい記録を仕上げるのに慌ててし

まいました。　次回の予定は、現在先生のスケジュール調整中の

為未定ですが、是非お願いしたいと切望しているところです。また、

次回は他の事業所の利用者様もお誘いして、この感動を共有でき

ればと思っています。（諸星）



ようざん通信 p.9

ケアサポートセンターようざん双葉
小規模多機能型居宅介護

  第１９回よってって交流会「豆ひろい大会」では参加者と応援者あわせて５０人以上が会場にあつまりました。豆を皿から箸でお椀い移す

単純作業のようですが、これが何とデッドヒート！皆さんインタビューに答える間もない程の真剣な表情で競技に没頭しました。

見事優勝は、ケアサポートセンターようざん並榎チームです。職員部門も同じくケアサポートセンターようざん並榎の西村さんです。おめでとう

ございます。さぁさぁ、我こそは豆運びお達人と自負するお方は「いざ！勝負」。楽しいサマーライフへつなげましょう。（栗原）

  新緑が色づき、そろそろ梅雨入りの季節ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか？

ようざん双葉のナンパ男、栗原です。曇りや雨の日が続く憂鬱な日々かと思いきや、双葉では笑顔という太陽が毎日輝いているので5月病な

ど無縁な日々を送っております。4月から新入職員として双葉にお世話になっている私も、気付けば３６分の１人前にまで成長できることがで

きました。（笑）

さて、今月の双葉も思わずほっこりなイベントが盛りだくさんです。焼きそば＆ラーメンランチを企画し、焼きそばではホールにホットプレート

を置き、音と匂いの両方を楽しんでいただきました。これが効果抜群で、３回もおかわりされる方と大盛況！できたて、アツアツの美味しいも

のに目がないのは皆同じですよね。

  

 　５月と言えばやっぱりこれ。ご利用者様の手形が一枚一枚のウロコとなり、なんとも立派な鯉のぼりが完成しました。  また、モダンな生活

を彩るアロマキャンドルも製作しました。その材料は・・・なんと廃油。製作スタッフのセンスも相まって、とても綺麗なキャンドルです。これ

さえあれば万が一の時でも慌てず素敵なキャンドルナイトが楽しめそうですね。

　そうそう、最近ようざん双葉では思わずほっこりする音色が溢れています。大正琴やギターなど楽器が増え、ささやかなコンサートが開かれ

ています。音楽っていいですね。



ようざん通信p.10
小規模多機能型居宅介護

ケアサポートセンターようざん貝沢
みなさんこんにちは。最

近だんだん暑くなってま

いりました。みなさんはど

のようにお過ごしでしょう

か？

それでは今月のお話です。

今月は藤の花を作りまし

た。おはながみを使い利

用者様と一つ一つ作って

おります。正直とても良いできとなりました。また、今月はおやつレ

クの強化と言うことでホットケーキを利用者様と作ってみました。抹

茶味です。わたしも、たくさん食べすぎて体重がまた増えてしまい

ました。利用者様からも一緒に作れて嬉しいなどとたくさんの笑顔

見せていただきました。来月も利用者様に少しでも多く喜んで頂け

ますよう頑張っていきます。また５月２５日には職員対抗のフット

サル大会がありますので私たち貝沢。チーム名｛闇飛脚｝は必ず

優勝いたします。（予告）以上貝沢の田村でした。（田村）

スーパーデイようざん
認知症対応型通所介護

  新緑がまぶしいさわやかな季節となりました。スーパーデイようざん

の窓からは利用者の方と一緒に植えたたくさんの夏野菜（ナスやキュ

ウ・かぼちゃ・スイカ・里芋・・等々）の苗が気持ちいい風の中日々

成長しています。水やり散歩がてら成長を見に行き、今から収穫を楽

しみにしています。

　また、先日の母の日にスーパーデイようざんでは「（天国の）お母

さんへの手紙」にカ―ネーションを添えて飾らせて頂きました。優しかっ

たお母さん、苦労しながら育ててくれたお母さん、歌の好きだったお

母さんなどなどたくさんの思い出を語ってくださっています。涙を浮か

べながらも笑みで、「こんな素敵な事を考えてくれてありがとう」と、

職員に感謝の言葉をくださった方もおられ、幾つになられても母親へ

の想いが熱いことを教えて頂きました。

　昨年に引き続き今年もイチゴ狩りが好評でした。「初めてイチゴ狩り

にきたよ。」と言う方もおられ、とても喜んでくださり本当に美味しそ

うに赤いイチゴをほおばっておられました。行く前から「ギネスに

挑戦する。」と張り切っていた方もいて、帰ってきてからも、「私はこ

んなに食べたよ」などと話題が尽きず今年も楽しい思い出が出来ま

した。

　スーパーデイでは、職員や他の方との交流が多く、たわいない

雑談の中で笑いあえることが多く、「ここに来ると、話しができて楽

しいよ」と言われる方が多いです。なじみの関係の中で、交流して

笑いあえることは生きていく力になります。「笑う門には福来る」と

話され「今日は楽しかったよ」と帰宅されていきます。

ようざんのスローガン「①に安全②に笑顔」を１人１人の職員が

心にとめて、これからも利用者の方々が安心して過ごして頂けるスー

パーデイになるよう職員一同頑張っていきたいと思います。（栢島）
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２３年６月　イベントカレンダー

南京玉すだれ

（栗崎）

ふれあいバラエ

ティー（上並榎）

お化粧レク（飯塚

GH）木部バラ園外

出（石原）

ギター演奏（上並

榎）飯塚合同お茶

会むつみ会（栗崎）

お寿司ランチ

（双葉）

アニマルセラピー

（上並榎）菖蒲見学

（飯塚 SD) 生け花

デー（双葉）フラ

ダンス（栗崎）

生け花デー（双葉）

ユニット対抗歌合戦

（上並榎）おやつレク

（飯塚 SD）シャンショ

ンショー（貝沢）生

け花でー

双葉）

ドライブ（飯塚

GH) ふれあいバラ

エティー（貝沢）

生け花デー（双葉）

アイスクリームツ

アー（石原）

傾聴ボランティア

（飯塚GH) なかよ

しクラブ（双葉）

前田せつ子ショー

（石原）

さわやかハーモニ

カ（上並榎）傾聴

ボランティア（飯

塚GH）お寿司ラン

チ（双葉）

父の日イベント

（飯塚GH)

岩鼻小学校バザー

（栗崎）

ピクニック（SD)

傾聴ボランティア

（飯塚GH)

菖蒲見学（飯塚 SD)

傾聴ボランティア（飯

塚GH）ふれあいバラ

エティー（双葉）

菖蒲見学

（飯塚 SD)

菖蒲見学（飯塚 SD）

外食ドライブ（飯

塚GH)

前田せつ子ショー

（貝沢）

南京玉すだれ（上

並榎）

誕生日会

（飯塚GH)

お化粧デー（双葉）

岡本ブラザーズ

（栗崎）

お化粧レク（上並

榎・飯塚GH）前田

せつ子ショー（栗

崎）COUSIN と歌

おう（貝沢）シャ

ンソン（双葉）

鈴木グループ

（貝沢）

キャンドルナイト

（双葉）

尺八とオカリナ（栗

崎）第 20 回よっ

てって交流会（双

葉）

キラメキの会（貝

沢）傾聴ボランティ

ア（飯塚GH）

昼食レク（飯塚

SD) ドライブ（飯

塚GH) 松本梅しょ

う三昧三昧（栗崎）

28 29 30
傾聴ボランティア

（飯塚GH)

訪問介護

訪問介護ぽから

こんにちは、訪問介護のぽからです。新緑の季節で街に緑が溢れています。皆様いかがお過ごしでしょうか。

私たちぽからも、新事業所に五月より移りリフレッシュして、再スタートさせて頂きました。最初は、ぎこちなかっ

たヘルパーさんも今では、利用者様から信頼を受け、次は何時来てくれるのと、楽しみにされていると利用者

様より、優しいお言葉を頂いております。これからもご支援のほど宜しくお願い致します。（佐藤）

傾聴ボランティア

（飯塚GH)

おやつレク

（飯塚GH）お化粧

デー（双葉）

野菜の苗買出しド

ライブ（石原）

43

お化粧デー（双葉）

手作りおやつ

（石原）

おやつレク

（飯塚GH)
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８月開設予定

８月開設予定

よ う ざ ん 事 業 所 案 内
事業所名 提供サービス 所在地

ケアサポートセンターようざん

ケアサポートセンターようざん並榎

スーパーデイようざん

グループホームようざん

デイサービスようざん並榎

居宅介護支援事業所ようざん

スーパーデイようざん飯塚

ケアサポートセンターようざん栗崎

スーパーデイようざん栗崎

ショートステイようざん

訪問介護ぽから

ケアサポートセンターようざん貝沢

スーパーデイようざん貝沢
ケアサポートセンターようざん双葉

スーパーデイようざん双葉

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護

通所介護

訪問介護

短期入所生活介護

居宅介護支援

群馬県高崎市上並榎町 1180

Tel　 027-362-0300

群馬県高崎市栗崎町 141ｰ1
ケアサポートセンターようざん栗崎
スーパーデイようざん栗崎
Tel　 027-353-4393
ショートステイようざん
Tel      027-386-8643
  

群馬県高崎市双葉町 22-9

Tel　 027-386-9943

群馬県高崎市貝沢町 1492ｰ1

Tel　 027-386-5043

群馬県高崎市飯塚町 1311ｰ6
Tel　 027ｰ370ｰ4355

ケアサポートセンターようざん石原

スーパーデイようざん石原

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

ケアサポートセンターようざん飯塚

スーパーデイようざん飯塚第２

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

グループホームようざん飯塚 認知症対応型共同生活介護

デイサービスぽから 通所介護 群馬県高崎市綿貫町 750-1
訪問介護ぽから
Tel      027-386-5775  

群馬県高崎市飯塚町 1030

Tel    027-381-6543

群馬県高崎市石原町 4516-1

Tel    027-381-6743


