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来年 4 月に特別養護老人ホームアンダンテ開設します

　来年 4 月 1 日に地域密着型特別養護老人ホーム「アンダンテ」を開設します。施設名のアンダンテとは、音楽の速度用語で “歩

く速さで” という意味です。入所者様が今までのライフスタイルを大きく変えることなく、ご自分のリズムで心地よい音楽に包ま

れながら暮らして頂きたい。そんな思いを込めて名付けました。アンダンテでは、歩くような速度で、入所者様の生活リズムに合

わせ、同じ目線で、尊厳のある生活を支援させて頂きます。

開設予定地：高崎市八幡町７６８番地１

　４月に開催しました第１回ようざん家族会 “春の東京旅行” は天気にも恵まれ、ご好評をいただ

きました。そこで、第一回春の家族旅行に引き続き、ようざん第二回家族会旅行を企画致しました。

　今回は、秋の偕楽園、バスツアーでおなじみの那珂湊、JAXA 宇宙センターの施設見学を中心に、

秋の茨城旅行をご用意させていただきました。昼食は、人気港町の那珂湊にて旬の海の幸を堪能

していただきます！！平素よりご愛顧いただいておりますご家族の皆様に、少しでも疲れを癒し

ていただけるよう、ようざん職員も同行し、楽しい旅のサポートをさせていただきます。詳しい

ご案内は、ご利用されている各事業所より８月中にご案内させて頂きます。

（ようざん家族会旅行委員会）

第２回ようざん家族会旅行のお知らせ

日時：平成２６年１０月１８日（土）

旅行の行程：水戸偕楽園→那珂湊おさかな市場（昼食）→筑波宇宙センター

集合場所：ようざん並榎事業所・ようざん栗崎事業所
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スーパーデイようざん飯塚
　長かった梅雨がようやく明け、厳しい夏を迎えることにな

ります。皆様いかがお過ごしでしょうか。スーパーデイよう

ざん飯塚では、熱帯魚のグッピーが新しい仲間としてやって

きました。利用者様も「きれいだねー」「かわいいねー」とおっ

しゃいながら、餌やりや水替えなど手伝って下さいます。6

月のイベントとして、「手打ちうどん」と「ラーメンウィーク」

を開催いたしました。手打ちうどんは、朝から作業開始。利

用者様は「私はできない」などと言いながらも、割烹着をお

召しになると昔の記憶も甦り、慣れた手つきでうどんを作っ

て下さいました。そのイベントの日に振り替えて来て下さっ

た利用者様は、うどんを足踏みをして下さり、讃岐うどんに

引けを取らない抜群のコシの強さを出して下さいました。皆

様が切って下さった野菜を天ぷらにして、うどんと一緒にお

いしそうに召し上がっていらっしゃいました。

　また、らーめんともや高崎店様の協力のもと、6 月後半に

は、ラーメンウィークとして利用者様と一緒に外食レクリ

エーションを行いました。利用者様は、メニューを見ながら

楽しそうに注文されていました。「ラーメン屋さんに来るな

んて、久しぶりだわ」とおっしゃいながら、美味しそうにラー

メンや餃子を召し上がっていました。普段食の細い利用者様

が、全部召し上がられたり、冗談など滅多におっしゃらない

利用者様から冗談が出たりなどとても喜んで頂けたようで

す。午後の業務に差し障るかもと思いながら、私も餃子一皿

食べちゃいました。暑さが厳しくなってきますが、今月もスー

パーデイようざん飯塚は暑さを吹き飛ばす楽しいイベントを

色々企画しております。ぜひお越しくださいませ。（青木）
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スーパーデイようざん栗崎
　連日の厳しい暑さの中、ひまわりが日に日に背を伸ばすこ

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栗崎では、きゅうり・トマト・おくら・

じゃがいもなど、大切に育てたたくさんの野菜が実り、畑に

賑わいをみせております。「良く出来たね。」「こんな大きなじゃ

がいもが採れたよ。」「赤くて美味しそうなトマトだね。」と利

用者様の感激の声があちらこちらから聞こえました。ナスも

植え始め、これから美味しいナスが採れるのが待ち遠しいで

す。

　６月のおやつバイキングは、ゼリー祭を開催。ブドウ・オ

レンジ・コーヒー・リンゴの４種類のゼリーを作りました。

また、利用者様に作っていただいた名入オリジナル・ランチョ

ンマットを使い華やかさが増しました。涼しげなゼリーを観

賞されながら、ご自分のお好きなゼリーを選んで召し上がっ

ていただき、素敵な笑顔が見ることができました。脱水予防・

熱中症対策も兼ねて、水分を摂りにくい方にもこれなら美味

しく大好評です。

他事業所との合同レクリエーションでは、カクテル＆ダンス

パーティーを開催。懐かしのメロディが流れ、梅雨の間の運

動不足をダンスで解消されていらっしゃいました。ダンスの

合間にはしっかりとカクテルで水分補給。今回は梅雨の時期

ということもあり、『あめふり』の曲に合わせ職員のオリジ

ナルダンスも披露しました。これから夏本番、楽しく「涼」

を取り熱中症にならないようにコマメに水分補給を行い今年

の夏を乗り切って行きましょう !!（伊藤）
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梅雨の候、急な激しい “雨や雷” でビックリさせられる日もあり

ますが、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか？入

居者様の方々は皆元気に過ごされています。

6 月のおやつレクリエーションでは、バナナ、メロン、キウイ、

みかんなど使った絞りたての生ジュースを提供したところ、大変

好評で『美味しい、美味しい』あちらこちらから声が聞こえてき

ました。また、ランチレクリエーションではイタリアンデイとし

まして、“パスタ” “ラザニア” “ピザトースト” をご用意したところ、

こちらも好評で、何十年ぶりかに食べたと満面な笑みで話し

て下さる入居者様が多くいらっしゃったので、今後も皆さん

に喜んで頂けるもの考えていきたいと思います。

又、ホール内には夏らしい飾り付けを行い、廊下には昔懐か

しい写真や、日々の活動内容など写真を多く展示しています

ので、皆様に是非遊びに来て頂きたいと思います。お待ちし

ております。７月もイベントが目白押しです。どうぞお楽し

みに！（白石）

スーパーデイようざん石原
　みなさん、こんにちは～！！お元気でお過ごしでしょうか？

久々の登場！！スーパーデイようざん石原の赤坂でございま～

す！！６月は雨の日が多くムシムシして気分が落ち込んでしま

いがちですが、スーパーデイようざん石原の利用者様と職員は

明るく楽しく適度に忙しく、毎日わいわい賑やかに過ごしてお

ります。６月は催し物が目白押し！毎月お楽しみの慰問の他に

お誕生会・ランチレクリエーションおやつレクリエーションを

行いました。ランチレクリエーションでは、利用者様にも手伝っ

ていただき豪華 “天ぷら＆お稲荷付きそばとうどんのハーフ＆

ハーフ膳” でおもてなし。「うまいよ！」「おいしいっ！」とご好

評いただき、お手伝いいただいた利用者様も賛辞の言葉に喜ば

れどこか誇らしげで輝いていました。おやつレクリエーション

では、色とりどりの果物が入った可愛らしく涼しげな “フルー

ツゼリー” を手作りしました。また、父の日には、焼きそば

を皆で手作りしてノンアルコールビールでカンパ～イ！！！

女性利用者様から男性利用者様のグラスに黄金色の液体が注

がれると・・・あら不思議！？なんと言うことでしょう、ノ

ンアルコールのはずなのに顔がほんのり赤らんでいるではあ

りませんか (#^.^#)「ちょっと酔っ払らちゃったかぁ」なん

て照れ隠し（？）の声も聞かれました。２回目となる出張箏

演奏会では、グル―ホームようざん倉賀野へ伺わさせていた

だきました。この日はちょうどお誕生日の利用者様がおられ

箏で奏でるハッピーバースデイトゥユー♪に大変喜ばれ、皆

さんとても盛り上がっていただけたとの事でした☆お声がか

かりますれば、馳せ参じますのでご連絡下さい♡お待ちして

おります♡♡（赤坂）

グループホームようざん飯塚
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スーパーデイようざん
梅雨のうっとうしい時期になりました。先日、スーパーデイ

ようざんでは合間の晴れの日に、利用者様や職員が作った品

物を販売するようざん通貨での販売会を行いました。品物は

巾着袋、髪どめ、ミサンガ、ビーズアクセサリー、時間をか

けて丁寧に育てた花や野菜の苗、所長手書きの絵画などさま

ざまでした。巾着袋は利用者様達の手縫いで「アッ！」と言

う間にたくさんできあがり、当日は早々に売切れてしまいま

した。他事業所から来てくれた皆さん「これは何？」と聞き

ながら手に持って眺め、つけてみたり外したり、通り過ぎて

からまた見に来たり…かなり迷っていらっしゃいました。利

用者様に販売員として参加していただいて、品物が残らぬよ

う、またサービス精神旺盛で来客者を盛り上げて下さいまし

た。ざわざわと昔の人情市の様な雰囲気に、お茶菓子を食べ

ながら話が弾んでいたように感じられました。私達が常に考

え実行していることは、さてどうやったら一日を笑って終え

ることができるだろう？…自分だったらどうして欲しいかと

自問自答しながら言葉や体の動き、表情、声の抑揚、強弱な

どを上手く組み合わせながら自然な流れを作り、ご本人に協

力していただけるよう心掛けています。しばらく雨が続くと

気持ちも滅入ってきてしまいます。普段もホール内で大笑い

しながら、また会話しながらの運動、そして感情に気持ち良

い刺激のある雰囲気作りに努めていきたいと思います。

（斉藤）

スーパーデイようざん双葉
　梅雨の晴れ間にのぞく太陽は、もう夏の陽ざしです。夏の

陽ざしも、梅雨のうっとうしさも気にせず、笑顔になれるよ

う元気に過ごしたいスーパーデイようざん双葉に異動し３ヶ

月の南雲がお伝えします。

６月のスーパーデイようざん双葉は、皆さんと旬の物を美味

しく味わう事を中心としたレクリエーションを企画しました。

おやつレクリエーションからの紹介です。まずは、「水まんじゅ

う」です。目にも口にも涼しい水まんじゅう。材料はわらび

餅粉、あんこ、砂糖、水です。ラップで葛と餡を包み、氷水

に浮かべて、その中からお好きな物を選んでいただきました。

特に女性利用者様には好評で「また作ってくれるかい？私が

来る日でお願いね。」などと話される方もいらっしゃって、と

ても嬉しくなりました。次は、「おからドーナツ」です。おか

らの入った軽い食感のドーナツです。たくさん作ったのです

が、早々と皆様、完食されました。　　

また先月、ようざんファームにジャガイモを植えたのですが、

そのジャガイモの収穫をしました。握り拳位の大きい物から

親指くらいのかわいい大きさの物まで　籠いっぱい、利用者

様と収穫できました。ジャガイモは収穫した日のお昼のポテ

トサラダになり、おやつには蒸かして塩、バター、マヨネー

ズなどお好きな味付けで召し上がって頂きました。

「ここでとれた、ジャガイモなのでしょー？そのせいだかと

てもおいしい。」とまた嬉しいお言葉いただいています。お

誕生日の利用者様のご希望でつけ麺ランチもありました。冷

たい麺は皆様、食が進むようです。最近は利用者様と一緒に、

きゅうりや大根、キャベツなどで浅漬けを作り、お茶請けに

お出しして、塩分と水分補給しやすいようにしています。浜

川運動公園へ菖蒲を見学に行ったり、長坂牧場で涼しい風と

空気を感じジェラートを食べたり、と陽ざしを感じるイベン

トも行っています。

レクリエーションを通じた利用者様の笑顔をとても嬉しく思

います。今後も皆で笑顔になれる（美味しく）楽しいレクリ

エーションを考え、一緒に出来たら幸せだなと思う今日この

頃です。皆さん一緒に楽しみましょうねー。よろしくお願い

いたします。（南雲）
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スーパーデイようざん貝沢
　６月は暑かったり、寒かったり、突然の大雨だったりとかな

り不安定な天気が続き、体調を崩しやすい気候でしたが・・・

皆様は体調を崩したりしていませんか？ここスーパーデイよう

ざん貝沢では、今月そんな天気を吹き飛ばすイベントを開催し

ました。６月１５日が父の日という事でそれより早めの１３日

（男性利用者様が多かったので・・・）に『おやじの会～だけど

女性も一緒にどうぞ～』というイベントを開催させて頂きまし

た。これは、日頃の感謝を込めまして利用者様に職員の手作り

おやつをバイキング方式で選んで提供する企画です。今回用意

したのは、漬物盛り合わせとカナッペ、そしてかき氷とヨーグ

ルトという不思議な組み合わせ？の４品。ノンアルコールビー

ル（ジュースの方もいらっしゃいましたが）片手に皆さんにい

ろいろと選んで頂きました。職員も数日前からいろいろと準

備し、喜んで頂けるのか心配していましたがそれも杞憂に終

わりました。利用者様からは「こりゃあうまい！」「どうやっ

て作ったの？」「お店出せるんじゃない（笑）」等のありがた

いお言葉を頂き、笑顔もたくさん見せてくださいました。楽

しんで頂けたようで職員も一安心・・・とにかくホッとしま

した。

　今月は、その他にも毎月恒例のスイーツデリバリーやスー

パーデイようざん貝沢漬物屋さんのイベントも行い、利用者

様に楽しんで頂いております。今後も日常のレクリエーショ

ンの他にも、このような利用者様の笑顔を見られるようなイ

ベントを企画し、提供していきたいと思います。お楽しみに！

(^_^)/　　　（岡田）

グループホームようざん
梅雨のジメジメもまだ続いております。気温が上がったりさ

がったりと体調管理は大丈夫でしょうか？皆さんお体に気を

付けてお過ごしください。

さて、グループホームようざんでは１８日に高崎市美術館に

出掛けお菓子の国に行ってきました。参加された方は大喜び

で「これは何で出来ているの？」と美術館スタッフに色々と

尋ねられていました。また、職員の出身地の名物料理を紹介

しようという企画では２５日に福島フェアを行いました。喜

多方ラーメンとこづゆを作りました。利用者様にも野菜を切っ

て頂きました。皆さん「美味しいね～ !!」と笑顔で召し上がら

れてました。いつもはなかなか食事が進まない方もラーメン

はお好きなご様子で箸が進んでらっしゃいました。毎月行っ

ている Seets wagon ではクッキー・フルーチェを手作りし利

用者様と一緒に飯塚エリアに移動販売に行きました。利用者

様同士の交流が深まり楽しまれていました。暑くなり、熱中

症や脱水など体調管理には十分気をつけ、これからもいろい

ろな企画を考えて楽しみたいと思います。（新井）
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スーパーデイようざん中居
　ビールの美味しい季節になりました！私達スーパーデイようざ

ん中居にあるプランター畑にはプチトマト、ナスが次々と実り、

今年初挑戦した枝豆も少しではありますが収穫の時期を迎えよう

としています。先日、中居ではスーパーデイ・小規模多機能型と

合同での「第２回夏祭り」が行われました。焼きそばや焼き鳥な

ど、美味しい軽食や三角クジなどお祭りの雰囲気をたくさんの利

用者の方に味わって頂きました。極めつけは職員目がけて・・・

じゃなくて職員が背負ったカゴ目がけての玉入れを行ないまし

た。皆様普段のストレスをぶつけるかのように力いっぱい投げ入

れて、なんだかスッキリされていたようです（笑）。

　また、今月もスーパーデイようざん中居では沢山のレク

リエーションを楽しみました。大きな七夕飾りは素晴らし

い出来になりましたので是非皆様に見て頂きたいです。他

にも料理レクリエーションを多く行っています。料理は五

感を刺激し、脳の働きを活性化させ免疫力が高くなること

により、ストレスに強くなりうつ予防にもなるそうです。

来月も見て美味しそう、触って作る、焼ける音を聞いて、

香ばしい臭いを嗅いで、そして味わうレクリエーションを

沢山考えています。美味しいものを沢山味わえるように水

分、睡眠、栄養を摂って、適度な運動をして暑い夏を乗り

切る体力をつけましょう！（猪熊）

　梅雨も明けたかのような夏の日差しが降り注ぐ今日この頃、

皆様お元気にお過ごしでしょうか？スーパーデイようざん倉賀

野の野菜畑に新緑がひときわ濃くなり、大きく育ったナスやピー

マンや大葉を初めて収穫しました。バーベキューをした時に、

収穫した野菜も焼いて皆さんにふるまうと「おいしい、おいしい」

と大盛況！！新鮮であることはもちろん、自分たちで育てた野

菜は一味違い、大変おいしかったです。

　スーパーデイようざん倉賀野の恒例になった好評の調理レク

リエーション。たこ焼きにぎょうざ等を利用者様中心に行ない、

昔の話を語りながらできた料理は味も形も「とても良かった」

とうれしい笑顔がいっぱいでした。製作では 7 月のお花作り

で向日葵を作り、壁一面に向日葵を咲かせました。その他に

も利用者様と一緒に七夕の壁画も上手く仕上げました。そし

て七夕の笹に七夕飾りや願い事を書いた短冊を飾りました。

やっぱり願いは自分や家族の健康なんですね！！盛夏に向け

て熱中症にならないよう体調管理を心掛けていきたいです。

そして利用者様と共に季節を肌で感じ記憶にも残るよう、楽

しく充実した日々になるように過ごしていきたいと思います

（新井）

スーパーデイようざん倉賀野
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デイサービスようざん並榎
 皆さま、毎日暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしで

しょうか？デイサービス並榎の若い男性職員は日に日に肌が黒

くなる一方、女性職員はなるべく美白でいれるようにと日焼け

止めクリームを塗って日々頑張っております！

  デイサービスようざん並榎では、笑いで暑さを吹き飛ばして

いただこうと、今月も爆笑レクリエーションが目白押しでした。

ようざん通貨でお買いもの「ようざん商店」では、利用者様が

日々貯めてきたようざんマネーを思う存分使っていただき、お

買い物を楽しまれました。やはり女性の方はお買い物が大好き

なんですね！「夏のようざんサッカーカップ」では、職員がよ

うざんの青い制服に白のビニールテープで背番号をつけ、まさ

に本物の日本代表選手になりきりました。利用者様にボールを

蹴っていただき見事シュートがきまると「ゴーール！！！やり

ました日本！！！」と熱狂！デイサービスの職員がサッカー好

きということもあり、利用者様も一緒に大変盛り上がりまし

た！

　制作レクリエーションでは、七夕の吹き流しや、牛乳パッ

クを利用したペン立てなどを作っていただきました。エコで

すね。利用者様と一緒に作った制作物はお店で売っている物

以上のかがやきがあります。そして何より、一緒に作りなが

ら過ごせる時間は私たちにとって最高の時間です。父の日に

は、男性利用者様にワイシャツを着ていただき、ネクタイを

締め、記念撮影した写真付きの手作りカードをプレゼントさ

せていただきました。

これからさらに暑さが厳しくなると思いますが、どうかご家

族の皆様も、熱中症などに十分気を付けていただき、元気に

この夏をお過ごしください。女性の方は、日焼け対策もお忘

れのないよう、来月の夏のイベントも、楽しみにお待ちくだ

さい！（長谷川）

ケアサポートセンターようざん中居
　「ナイッシュー！」ケアサポートセンターようざん倉賀野で行

われたワールドカップに出場した利用者様。みごとゴールを決

めて、ケアサポートセンターようざん中居を優勝へと導いて下

さいました。また中居ではカラオケがブームになっています。

体を動かしたり、声を出したりするのはとても気持ちが良いで

すね！

　そして、なんといっても今月行われたようざん中居合同夏祭

り！利用者様がはっぴ姿で男性はねじり鉢巻きでお出迎え。

かき氷に焼きそば、焼き鳥、フランクフルト、それにバー中

居も出店。なにやら女性のお客様が盛り上がっています。「お

めでとうね～、これからが楽しみね。今度抱かせてちょうだ

いね」子供が生まれたばかりのマスターは育児について色々

アドバイスをいただいたようです。最後はみんなで輪になっ

て炭坑節を踊りました。来月は兄弟施設のようざん双葉と合

同夏祭りを予定しています！お楽しみに！ (　関　)
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居宅介護支援事業所ようざん
    高齢者の疾患の特徴について

　高齢者の疾患に特徴的なのは、一つの臓器の機能障害だけで

はとどまらず、いくつもの臓器に及ぶ障害があることが多いこ

とです。年とともに、体のいろいろなところが衰えてきている

ため、いくつもの病気をかかえることが多くなってきます。そ

のため、一つの症状だけにとらわれず、体全体を見渡した上で

の診療が必要となります。体の治癒力も弱くなってきていて、

治りにくくもなっています。完治しない慢性疾患が多いのも特

徴のひとつです。また、同じ疾患でも、若い方と違った症状を

あらわす場合があることです。特に、７５歳以上の高齢者の場合、

前兆的な症状がない中で、突然重い症状となることがあるので

注意が必要です。認知症や転倒、失禁など若い方にはほとんど

見られない症状があるのも高齢者の特徴です。その他、いくつ

もの病気の治療のために、多くの種類の薬を処方されている

場合が多く、服用した薬同士の作用のために、思わぬ副作用

があらわれる可能性が大きいことも考慮する必要があります。

現在、服用中の薬をリストアップして、薬同士の適合や量な

どの検討が必要です。同じ病気でも、一人一人の体力や症状

の重さなどの個人差が、若い方と比べて大きいことも高齢者

の疾病の特徴です。また、今まで生きていた人生観や、今後

の状況なども人によってさまざまなため、それぞれにあった

対応が必要となります。一般的には加齢とともに体力が衰え、

体の各所に不具合が生じやすくなってきますので、負担にな

らない程度の軽度の運動などを日々取り入れる生活を心がけ

てください。また、クイズやゲームなどの頭の体操も合わせ

て行うことをおすすめします。（清水）

♪夏も近づく八十八夜♪　いよいよ　暑さも本番！　私たちの熱

気も最高潮になる時期となりました。私達ケアサポートセンター

ようざん並榎では、利用者の皆様と暑さを忘れる位の楽しい毎日

を過ごすべく、１人１人の職員が毎日奮闘しております。そんな

６月奮闘記の一部を写真と共にご紹介致します。

まず、始めに皆様にご紹介させて頂きたいのは、新たにようざん

へ慰問にきて頂きました【橘舞踏会】の皆様による舞踊の披露！

ケアサポートセンターようざん並榎の田島職員の広い人脈から今

回の慰問が実現いたしました。準備段階からたくさんの大きな音

響機器が搬入され、普段とは何か違う雰囲気を出しながら、いざ！

本番へ。本番に見せて頂いた舞踊も、演技された方全員お顔を白

塗りされ、まるでお金を支払って公演して頂いているかのような

臨場感でした。終了後は、拍手喝采！！「また是非見せてほしい」

「迫力があった」と興奮されている様子が職員にも伝わってくる

程でした。次回の慰問？公演を早くも期待される声が何人もの方

からあがっていました。次回の公演をお楽しみに (^o^)

６月中は湿気と突然の雨に悩まされましたが、梅雨の中休み

に皆様とドライブへ、芝生に座ってハイチーズ！写真の表情

が全てを物語っていますね。６月の誕生日会は市川職員お手

製の柚子ジャムを添えたパンケーキでお祝い (^o^) 丿。利用

者様のご家族から頂いたじゃが芋を茹でて早速試食。出来立

ての熱々さも忘れ、ほっぺの中でホクホク感を楽しむ事が出

来ました。現在は、七夕に向けて、短冊への願い事を・・・

現在進行形です。乞うご期待！ちなみに私の願いは、『利用

者の皆様が楽しく笑顔が溢れる時が一瞬でも多くようざん並

榎で出せますように』その願いをいつまでも続けていけるよ

うに日々、努力をしていきたと思います。どうぞ、これから

もケアサポートセンターようざん並榎を宜しくお願い致しま

す。（堀口）

ケアサポートセンターようざん並榎
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　7 月に入り、いよいよ夏本番という季節になりました。皆

様いかがお過ごしでしょうか。ようざん石原において実施さ

れた 6 月のイベントについて、ご報告させて頂きます。6 月

第 3 週を通して、“父の日イベント” として、男性利用者様全

員に背広を着て頂き記念撮影をさせて頂きました。写真はカー

ドとともにお持ち帰り頂くと、ご家族様からは「こういう姿

を見ると嬉しくて涙が出て来ちゃう」、「昔はスーツが似合っ

てたのよ」など、喜びのコメントを頂くことができました。

また、“ようざん通貨” の使い道として、月に二回、定期的に

開催している “石原マーケット” も利用者様に定着し始め、ご

自身の意思で物を購入される姿が、大分積極的になってきた

ように感じられました。

　27 日には、職員の生バンド演奏によるライブイベントを

行いました。全 12 曲の演奏でしたが、今回は夏を意識した

曲構成として中盤に、夏は来ぬ～うみ～茶摘み～夏の思い出

と夏歌メドレーを盛り込んでみました。同じ音楽でも、生楽

器の音は利用者様にとって刺激になるようで、1 曲終わるご

とに会場では沢山の拍手を頂くことができました。これから

も夏の暑さに負けず、ようざん石原は、より多くの笑顔の為

に、張り切って行きます！（神崎）

ケアサポートセンターようざん石原

キュアステーションようざん・ナースステーションようざん
 　真夏を思わせる日々かと思えば激しい雨、雷雨と不安定な

天気に振り回される毎日ですが、皆様いかがお過ごしですか？

キュアステーションでは３０名様ちかくの洗濯物を外に干せ

るか・・・暖房と扇風機で室内干しにするか悩みの種です。

入所者様の半数ちかくの方は日中、キュアで過ごされ居室で

短歌を詠まれる方、御家族と過ごされる方、ホールで職員の

弾く大正琴に聴き入る方、足湯をされる方と、のんびりと過

ごされています。男性の入所者様が１６名いらっしゃるとい

う事もあり６月の「父の日」に手作りの昼食を提供させて頂

こうと提案し、ご希望をお聞きしたところ・・・お寿司・刺身・

天ぷら・うどん・ラーメン・蕎麦・麺類・パン・ピザなどと

普段の献立にない物が次々と出てきます。厨房の方達、事務

の方、ナースの方達の意見を参考に協力をお願いし、うどん・

天ぷら・お稲荷さん・フルーツを召し上がって頂くことにし

ました。満足いただけたご様子で、うどんを「もう少し食べ

たかったよ～」とか、「今度はこんな天ぷらも食べたいなあ～」

との感想をいただきました。今後もささやかですが入所様の

ご希望に添えるよう、安心で居心地の良い住まいを提供でき

るよう職員一同努力してまいります。（新井）
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ケアサポートセンターようざん双葉
　気温の上がり下がりが激しい季節になりましたが、ケアサ

ポートセンターようざん双葉は元気に毎日いろんなレクリ

エーションをしております。最近では浜川公園に花菖蒲を見

に行きました。１度目行った際には２、３本ほどしか咲いて

おらず雰囲気を楽しんで来ましたが、２回目は満開のうえ紫

陽花も咲いてました。気温もとても心地よく、風も吹いており、

美味しいおやつを食べながら皆様静かな時間を穏やかにすご

されていました。その他では制作レクリエーション、ケアサ

ポートセンターようざん双葉の雰囲気を明るくしよう！とい

うことでいろんな飾りを皆様にお手伝いしていただきながら

作りました。向日葵はお花紙を湿らせてコロコロと手のリハ

ビリにもなりました。完成したものをみて「すごいねー綺麗

だねぇ」と、皆で達成感を味わう事ができました！これだけ

に終わらず、毎月いろんな物を作って行きたいなと思ってお

ります。

　外が涼しい日には外でかき氷を食べました。好きな味のシ

ロップと果物を乗せたちょっとおしゃれなかき氷に皆様満面

の笑みで喜んでいらっしゃいました。７月には夏祭りを開催

します。去年の夏祭りはとても大盛況だったので、今回は暑

さにも負けずより一層盛り上げて、皆様に喜んでいただける

ように頑張りたいと思います。（山田）
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デイサービスぽから
毎日蒸し暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょう

か？デイぽからでは利用者様の体調管理にいつも以上に注意

し、楽しく毎日を過ごして頂ける様努めています。夏だって

暑さなんかに負けず、さあドライブです。北部公園、板井公園、

近所の古墳や群馬の森の紫陽花、など季節の花々を眺めなが

らおしゃべりや、散歩でリフレシュしていただいています。

室内レクリレーションでは早速デュアルタスク取り入れまし

た！皆様真剣な表情で取り組まれています。足を挙げたまま

言葉を考える、足踏みしながらしりとりする・・・皆様早く

次すすんでー、足が痛いよー、もうやーめた・・などなど盛

り上がっています。他和踊りやフラダンスの慰問があり日々

楽しく過ごしていただいています。これからも利用者様の笑

顔が沢山見られますよう、平均年齢の高いぽから職員一同

(*^_^*) 暑さに負けず頑張りたいと思います。（北沢）

ショートステイようざん並榎
梅雨にはいり鬱陶しい日が続いていますが、皆様いかがお過

ごしでしょうか？ショートステイようざん並榎もオープンし

て２年、何度も利用されるうちに顔なじみも多くなり、利用

時には井戸端会議に花を咲かせています。話を聞いていると

話題は、父の日のお祝いに出たお寿司が美味しかった事やお

天気を心配しながら梅雨の合間をぬって出かけた浜川公園へ

ドライブし花ショウブがとても綺麗だったこと、「花はいいね、

色が綺麗だったね」など、又、慰問参加時の感想や通貨レク

リエーションで行ったボウリングの結果などようざんでの出

来事を楽しそうに話されています。そして話の最後にはいつ

も、「今度はいつ来るんだい」「また、会えるといいね」「それ

まで元気でね」と再会を楽しみに挨拶を交わされています。

６月は、ドライブや通貨レクリエーションそして慰問などな

どイベントが盛りだくさんの月になりました。これからも利

用者様に喜んで頂ける、井戸端会議の話題になる様な楽しい

イベントを企画して行こうと思っています。皆さん乞うご期

待！！さて、話は変わりますが、これから本格的な夏到来。

そこで心配されるのが、脱水や熱中症です。熱中症は屋内で

も起こります。年配の方は我慢強い為か、エアコンを使用し

ない方が結構いるそうです。又、水分をあまり取らず気ずい

た時には脱水症や熱中症になっていた。こんな話を耳にしま

す。水分を細目に取り、エアコンや扇風機を上手く活用し、

これからの暑い夏を乗り越えましょう！！これからも皆様か

ら「また、ようざんに行きたいね」のたくさんの声を聴ける様、

職員一同努力していきたいと思います。（森口）
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ショートステイようざん
　梅雨に入り、肌寒い

日や真夏の様な暑い日

が続き、体調を崩しや

すい季節になりました

が、皆様お元気でお過

ごしでしょうか？さて、

ショートステイようざ

ん栗崎では、６月も様々

なイベントが行われま

した。スタジオヨウザ

ン・Bistro ようざん・

ようざんＣafe・麺の日・

フルーツの日・味噌の

日です。中でもようざ

ん Café は、久しぶりの

開催となり、他ようざ

ん事業所からの利用者

様にも沢山お越し頂き

皆様に大変喜ばれるイ

ベントとなりました。

また、２２日フルーツ

の日は、日曜日という

こともあり、面会に来

られていた家人様にも

ご参加いただくことが

できました。息子さん、

お孫さん達と一緒にオ

レンジを絞って、フレッ

シュジュースにして飲

まれ、とても嬉しそう

にされている利用者様

の姿を見ることができ

ました。きっといつも

以上にジュースを美味

しく感じていたことと

思います。

　慰問では、職員の知

人であるヨガの先生を

招き、初の試みになる

“ヨガ教室” が行われました。車椅子や椅子に座ったままでも出来る優しいヨガを先生が色々と考えてきてくださり、利用者様よ

り「また来て !!」「またやりたいよ !!」と声の上がる大好評の慰問となりました。体を動かすことは気持ちがいいことなのだなと

しみじみ思った出来事でした。

ショートステイようざん栗崎は、利用者様の喜ぶ顔が多く見られる事業所だと私は感じます。今月より、笑顔の素敵な写真をご

家族様へお渡しする事となり、さっそく家人様より喜びの声をいただきました。こちらこそありがとうございます。もうすぐ本

格的な夏がやってきます。夏バテなどしないよう熱中症対策を万全にして、暑い夏に負けないよう日々を過ごして下さいませ。

（石原）
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グループホームようざん倉賀野
　うっとうしい雨と早くサヨナラしたい今日この頃。気分も落

ち込み気味、何だか食欲も落ちているみたい…。な～んて事、

ここグループホーム倉賀野にはありません！何気ない会話の中

で、何が食べたい！何が好き！などなどヒントをいただいたら、

出来る事は実行に移しています。「おうどんもイイネと君が言っ

たから、今日はうどん記念日」字足らず…(>_<)

という事で、先日所長を始め職員利用者様も粉からうどん打ち

に挑戦！！親の仇の様にうどんの玉を踏んだのです。キッチン

の床には白い粉がうっすらと…。また、違う日には「たまには

パンが食べたいネ！」という事で、お昼はサンドイッチに。おしゃ

れにクルクルッと巻いてロールサンド♡♡♡のハズが、６枚切

の食パンは厚くてロールに出来ない事が分かり、小さく切って

ミニサンドに。とってもおいしくいただきました♪（結果オー

ラーイ笑）焼き肉の日には、お肉のボリュームがありすぎてフ

ライパンを片手で持てず、取り分けに苦労し…「やっぱり焼き

肉には味噌汁よりスープよね♪」と野菜に卵にワカメを入れて

具だくさんのスープ。キッチンには洗い物の山…。手際の悪さ

に苦笑い…。そしてそして !! 食事ばかりではありません。おや

つだって手作りします !!（時には）ホームベーカリーという便

利な便利なマシーンがあります。これが何とケーキも作れる優

れモノ。バター、卵、砂糖、粉があればＯＫ!…おっとベーキン

グパウダーも忘れずに♪スイッチ１つでパティシエ気分♡♡さ

らにホットケーキミックスという魔法の粉でホットケーキはも

ちろん、ドーナツや蒸しケーキもサラッと作ってくれる職員も

います。この時のキッチンは、それはそれは甘い香りに包まれ

ます♪

　この原稿を書いているまさに今日 !! お昼前に利用者様のご家

族が採りたてのナスとキュウリを持ってきて下さいました、す

ると数分後…キッチンにはそのナスを持ち、ルンルンな所長の

姿が !!「今日は天ぷらよ♡♡」その一言で本日のランチにおか

ずが一品追加されました♪皆様の反応・感想やいかに ?? と見て

いるといつも食の細い方もペロリと完食 !!「採れたては美味し

い！」「とってもおいしいわ !!」と評判は上々。皆様の笑顔で、

こちらも笑顔になりました♪さてさて、天ぷら後のキッチンは

…ご想像にお任せします♡♡この日に限らず食事レクリエー

ションの日は皆様「とてもおいしい !」と笑顔でおっしゃって下

さいます。歌を歌っている時の笑顔、製作レクリエーションで

作品が完成した時の笑顔、お手伝いをお願いして「できたー !!」

とおっしゃって見せてくださる笑顔、どの笑顔も大好きです。

この笑顔を見続けるために、ずっと笑顔でいていただく、キッ

チンでの奮戦も続けて行きます♪（佐々木）

訪問介護ぽから
訪問介護ぽからにお世話になりまして、この7月で一年の鈴木です。

毎年、これからの季節は熱中症・脱水症に注意し訪問させて頂き

ます。まだまだ分からない事ばかりですが、利用者様、ぽからの

皆さんに助けて頂き、色々教えて頂きながら努めて参ります。ど

うぞ宜しくお願い致します。

熱中症対策にクーラー適温で、水分補給しましょう。
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  今年の夏は冷夏という情報が一転、平年並みの暑さということ

です。ということは、今や日本の夏、群馬の夏はただならぬ暑さ、

熱中症には十分気を付けましょう !! 日々の生活で呼吸や汗、尿

や便からも水分は奪われます。喉が乾いてから水分を取ったの

では遅いのだそうです。暑さを感じにくく、自覚がない等の高

齢の方々には、早め早めに水分を摂って頂くことで、皆様の体

調に配慮しております。

　ここようざん倉賀野は “ホッ” と出来るような時間と空間作

りをモットーとしています。そこで禅語の一円相について。円

「○」とは欠ける所も余す所もなく完全な円満であり森羅万象を

表すとあります。ホッと出来るってことは、利用者様同士、職

員同士、利用者様と職員これらの関係が円満、丸く治まること、

それにつきます。先日皆様に円を描いて頂きました。グィッ

と力強く描く人、ゆっくり慎重に描く人、円にも色んな表情

があるものです。たかが○されど○、「うまく描けたじゃない」

「こんなんなっちゃった」となんだかんだと盛り上がりまし

た。これもある種グラフィックアートです。

　また、６月も様々な取り組みで充実しておりました。メイ

ンのようざん通貨イベントでは、サッカーのワールドカップ

ならぬ、倉賀野 World Cup を開催致しました。先月のバレー

ボール大会同様、皆様勝負となると真剣そのものです。５事

業所での大会にて、ようざん中居さんがまたしても優勝です。

強いですねー。さあ夏もいよいよ本番です。夏には夏の楽し

さを味わって頂けるよう只今仕込中です。（堤）

ケアサポートセンターようざん倉賀野
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スーパーデイようざん飯塚第２
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デイサービス プランドールようざん
みなさま、雨が降る日が増えましたが体調はいかがでしょう

か？プランドールデイサービスの花々が元気に咲いています

(^O^)✿利用者様もみんな元気に過ごされています。

さて、７月といえば、七夕ですね。☆織姫と彦星ですが☆彡　

準備して、短冊に願い事を書き飾りました。＼(^o^) ／デイサー

ビスプランドールようざんでは、青の模造紙を夜空に見立て

て、七夕の壁画を作成しました。金・銀・紫・オレンジの折

り紙を丸く切り抜く作業を利用者様としていますと・・・と

ある会話を聞きました♬

A さん：「丸を切るのって、難しいね！！」B さん：「あーそう

だねえ、私も難しいよ (~_~;)」

A さん：「昔はたくさんはさみも使って細かい作業もできたの

にね」B さん：「ほんとねぇー」と笑っていらっしゃいました。

しばらくして、出来上がった後、A さん B さん「おー、七夕

らしく見えるね。作ってよかった、こことかいいじゃな

い！！！」とおっしゃっていました。双方の会話を聞くと、

大変だったかなぁと思う部分もありましたが ^_^; 達成感を、

得られた様子で、その笑顔に安心いたしました。みなさんは

どんな、願い事をしましたか？♥職員、利用者様ともに、さ

まざまな願いを書きました。例えば、笑顔に楽しく生活出来

ますようにや、旅行に行きたいなどありました。私達職員も、

利用者様が健康でありますように、楽しく生活出来ますよう

にと短冊に記しました。願いが叶いますように☆ミ（田子）

ケアサポートセンターようざん飯塚
　皆さん初めまして、昨年６月よりケアサポートセンターよう

ざん飯塚でお世話になっている林と申します。よろしくお願い

いたします。優しくご指導して下さる先輩方、なんと素晴らし

い先輩方でしょう ! 初めて現場に立たせて頂いた時私は全身に

鳥肌が立つ思いでした。利用者様に対して向き合う姿の美しさ

(>_<) そしてとびっきりの笑顔 (^o^) ユーモア溢れる芸達者 !! 私

は先輩方に近づく事が出来るのだろうかと不安になり自信がな

くなってしまった時もありました。そんな時、利用者様から「い

つもありがと」「あなたの笑顔は最高だよ」など沢山の温かい言

葉を毎日頂き頑張っていきたいと決意しました。利用者様、先

輩方最高です。(^o^)

　ケアサポートセンターようざん飯塚では毎日、午前午後と

レクリエーションで盛り上がっています。椅子に座って輪に

なり、足先を使ってリングを足から足へと渡していく『リン

グ足渡し』の速さは、目が回るほどです。四つのリングが次

から次へとクルクルと・・・利用者様の団結力と器用さに頭

が下がります。その他、風船バレーや習字、ドライブなど毎

日盛りだくさんです。笑顔いっぱいの飯塚で沢山笑い、学ん

でいきたいと思います。ようざん通信初挑戦の林がお伝えし

ました。※初めてパソコンで原稿を作っています。（林）
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ケアサポートセンターようざん貝沢

ケアサポートようざん

皆さんこんにちは！ケアサポートセンターようざん貝沢の元

気娘、山本瑞紀です！毎日、うっとうしい雨が続いています

がお元気ですか？私どもケアサポートセンターようざん貝沢

では、カボチャ、ナス、キュウリ、スイカ、トマトなどの夏

野菜が順調に育っています。梅雨の晴れ間に利用者様と一緒

に収穫するのが日課となり、それをワイワイと調理して食べ

ることが楽しみのひとつです。なんといってもとれたて野菜

の味は格別で、ビタミン豊富で、これ以上美人になってしまっ

たらどうしましょう（？？？）そして、見て下さい！今年の

七夕飾りの素晴らしいこと！利用者様も職員も一心不乱に短

冊に願い事を書き、少しでもお星さまの目にとまるように、

より高いところへ高いところへと吊り下げました。子供みた

いですね。幾つになっても四季折々の行事は楽しいものです。

どうか皆の願い事がお星さまに届きますように、そして私の

願い事「いつまでもこのスタッフと利用者様と仲良く元気に

過ごして行けますように」が叶いますように。（山本）

　「梅雨時だから、仕方がない…」と思っても、この不順な天

候には、振り回され困惑してしまいます。そんな、梅雨の晴

れ間を利用して、ドライブを兼ね、浜川公園に出掛けてきま

した。雨に洗われた新緑に「菖蒲」と「紫陽花」の、見事な

共演を愛でながら、池の鯉達に餌を投げ入れ、楽しいひと時

を味わえました。また、ようざん通貨イベントでは「リスト

ランテ・シネマようざん」と、銘打って、室内のライトを少

し落とし、ジャズを流し、職員がバーテンダーの衣装を纏い、

利用者様其々に好みを伺い、カクテルを振舞いました。（も

ちろん、ノンアルコールです）シェイカーを振る姿は見事で、

皆様の「オ～！」と言う、歓声が聞こえました。オードブル

も「トマトソースのパスタ」と「ミネストローネ・クラッカー」

を用意させていただきました。実は、バーテンダーを演じた

彼は、元イタリアンレストランのシェフなのです。何でも、

経験しておくものですね…。これからも、職員の特技や経験

を生かしたイベントで、楽しんで頂けるよう頑張ります。

（小林）
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暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

ケアーサポートセンターようざん栗崎では６月 16 日のお昼ご

はんに、「お外でＢＢＱ」を企画しました。梅雨に入り天気も

心配されましたが当日は晴天に恵まれ、利用者様は朝からと

ても楽しみにされていました。本格的なＢＢＱをしたい！と

いうことでアウトドア好きの職員がＢＢＱセットを持ってき

て、炭を熾したり、やきとりも大きな串に刺す所から始まり

職員も気合十分。野菜切りは利用者様にも手伝って頂き、準

備ができたらみんなでいざ外へ！気持ちのいい日差しの中、

ノンアルコールビールで乾杯しＢＢＱのスタートです。焼肉、

焼鳥、野菜焼き、焼きそば、サラダ、スープなどなどメニュー

もたくさん。「おいしいね～」「外でみんなで食べるのもいい

ね～」と普段食の細い利用者様もモリモリ召し上がっていらっ

しゃいました。おかわりの声もたくさん聞こえ、職員も焼く

のが大忙し！ＢＢＱが終わった後は、「楽しかったね～」「ま

たやってくださいね」とのお言葉も頂き大好評に終わりまし

た。利用者様のたくさんの笑顔を見る事ができて私たちもう

れしくなりました。

また、６月 27 日にはようざん通貨イベントのダンスパー

ティーが開催されました。ギターの生演奏に合わせ、好きな

パートナーと社交ダンス。車イスの方も手を動かし上手に踊

ります。２か月に１度行われるダンスパーティー♪今回は「梅

雨でも楽しくダンスパーティー」をテーマにし、社交ダンス

の合間には梅雨時期の歌をみんなで歌ったり、輪唱もしまし

た。また今回は美人職員による、傘を使っての踊りも披露し

ました。こちらも大好評に終わりました。来月のようざん通

貨イベントは「つもりツアー」というのを企画しております。

旅行に行きたいけど、行けない…という皆様に！元添乗員が、

行かなくても行った気持ちになれるというなんとも素晴らし

い企画をご用意しております。その名も「つもりツアー♪」

笑　皆様楽しみにしていてくださいね。利用者様に楽しんで

頂けて、笑顔が溢れる企画をこれからもドンドン考えていき

たいと思います。（関）

ケアサポートセンターようざん栗崎
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所在地 提供サービス 事業所名 電話番号

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 027-386-6643

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並榎 027-386-5843

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん 027-362-0300

グループホーム グループホームようざん 027-362-0300

居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ようざん 027-329-5443

デイサービス デイサービスようざん並榎 027-329-4373

ショートステイ ショートステイようざん並榎 027-329-6643

請求事務 本部事務所 027-362-0300

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栗崎 027-353-4393

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん栗崎 027-353-4393

短期入所生活介護 ショートステイようざん 027-386-8643

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 027-386-5043

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん貝沢 027-386-5043

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双葉 027-386-9943

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん双葉 027-386-9943

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石原 027-381-6743

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん石原 027-381-6743

高崎市飯塚町
1311-6 認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん飯塚 027-370-4355

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飯塚 027-381-6812

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん飯塚第２ 027-381-6812

グループホーム グループホームようざん飯塚 027-381-6543

定期巡回・随時対応型訪問介護 キュアステーションようざん 027-381-6136

デイサービス デイサービス　プランドールようざん 027-381-6429

訪問看護 ナースステーションようざん 027-381-6136

サービス付高齢者住宅 プランドールようざん 027-381-6457

グループホーム グループホームようざん倉賀野 027-329-5743

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倉賀野 027-387-0043

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん倉賀野 027-387-0043

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中居 027-386-8043

認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん中居 027-386-8043

デイサービス デイサービスぽから 027-386-5776

訪問介護 訪問介護ぽから 027-386-5775

配食サービス 配食センターぽから 027-386-5778

高崎市綿貫町
750-1

高崎市双葉町
22-9

高崎市石原町
4516-1

高崎市飯塚町
1030-1

高崎市上並榎町
1180

高崎市栗崎町
141-1

高崎市貝沢町
1492-1

高崎市倉賀野町
2189-3

高崎市中居町
557-2

ケアサポートセンターようざん　事業所案内


