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 3 （土） 脳トレ
 6 （火） ヘルパーレク（七夕さん）
 9 （金） お誕生日食事会
 10 （土） ゆうゆうカフェ
 13 （火） 習字
17  （土） お月見

 18 （日） 串まつり
19  （月） 歌謡教室
 21 （水） お庭散策
 25 （日） 運動会
27 （火） 体重測定レク
31 （土） ハロウィン

 4 （日） DAM体操
 8 （木） お茶会
 11 （日） DAM体操
 13 （火） リズ美容室
 18 （日） DAM体操
 22 （木） カフェ南山

 24 （土） 歌謡教室
 25 （日） DAM体操
26 （月） 福理美
 27 （火） お誕生日食事会
 28 （水） 詩吟

 4 （日） カレンダー作り
 8 （木） 鳴海喫茶
10 （土） 歌謡教室
12  （月） 訪問理美容
 13 （火） 脳トレ
 15 （木） ピアノ＆バイオリン

 17 （土） 牛乳パックジェンカ
20 （火） 落語
24 （土） 脳トレ
27 （火） マジック
 28 （水） お誕生日食事会

 3 （土） テーブルゲーム
 4 （日） ぬり絵
 8 （木） 脳トレ
 9 （金） 運動会
 10 （土） お茶会
 11 （日） トランプ

12 （月） 歌謡教室
13 （火） ドッグセラピー
16 （金） お楽しみ食事会
17 （土） アレンジフラワー
 18 （日） カルタ
19 （月） 訪問理美容

 22 （木） 脳トレ
24 （土） テーブルゲーム
25 （日） 風船バレー
30 （金） カラオケ

 1 （木） ノーブル美容
 4 （日） 健康体操
 6 （火） きれいや
 11 （日） 体重測定
 12 （月） 書の会
 15 （木） お誕生日食事会

 18 （日） カラオケ
 19 （月） 折り紙教室
 23 （金） 歌謡教室
 24 （土） オカリナ
 25 （日） お茶会
 29 （木） 映画の日

 3 （土） 舞打音
 6 （火） 脳トレ
 8 （木） 喫茶 藤
 12 （月） お茶会
 14 （水） カラオケ
 16 （金） 創咲レク

 18 （日） 藤の会
 19 （月） 藤の湯
 20 （火） 脳トレ
 22 （木） お誕生日食事会
 24 （土） 藤の湯
 25 （日） 体育祭

 26 （月） 歌謡教室
 27 （火） 理美容
 28 （水） 理美容
 29 （木） 喫茶 藤
 30 （金） カラオケ

 1 （木） ゲーム
 8 （木） ネイル
 9 （金） ぬり絵
 10 （土） カラオケ大会
 13 （火） 折り紙
 14 （水） ボール遊び

 15 （木） 歌謡教室
 17 （土） 屋上散歩
 20 （火） 外気浴
 25 （日） 運動会
 27 （火） カレンダー作り

 2 （金） ちぎり絵
 6 （火） 風船バレー
 7 （水） ごぼう先生
 9 （金） 歌謡教室
 13 （火） 玉蹴り
 14 （水） ボウリング

 15 （木） 小牧温泉
 19 （月） 魚釣り
20 （火） ドッグセラピー
 22 （木） 折り紙
 23 （金） 玉入れ
 29 （木） 習字

 30 （金） 風船バレー

 5 （月） 歌謡教室
10 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 12 （月） 書の会
13  （火）ドッグセラピー
14  （水） オリンピック
 20 （火） 理美容

 21 （水） 足湯、お誕生日食事会
28 （水） ハンドケア
 30 （金） 工作

 2 （金） 歌謡教室
 4 （日） シネマ
 7 （水） スタッフレク
 9 （金） カラオケ
 13 （火） 整膚
 14 （水） スタッフレク

 16 （金） お誕生日食事会
 18 （日） お茶会
20 （火）ドッグセラピー
 21 （水） スタッフレク
 25 （日） 手作りおやつ
 28 （水） スタッフレク

 1 （木） 歌謡教室
 5 （月） 競馬
 6 （火） 石川さんの健康体操
 8 （木） ボーリング
 12 （月） ぬり絵
 13 （火） 旗上げゲーム

 16 （金） お誕生日食事会
 17 （土） 風船バレー
 22 （木） バランスゲーム
27 （火）ドッグセラピー
 30 （金） お手玉、折り紙

 2 （金） カラオケ
 6 （火） 外気浴
 8 （木） 歌謡教室
 9 （金） うたの日
 10 （土） お茶会
 15 （木） ハンドケアー

16 （金） お楽しみ食事会
 20 （火） 外気浴
22 （木） 足湯
23 （金） 書の日
27 （火） 外気浴、ドッグセラピー
 30 （金） カラオケ

●毎食前口腔体操
●毎週水・日DAM体操
●散歩：天気の良い日

●毎食前口腔体操
●第1・3映画鑑賞

●毎食前口腔体操
●随時・DAM体操
●カラオケ・エルダー
●工作あり

●火金・DANシステム
●木ころばん体操
●脳トレ

●毎食前口腔体操
●隔週入替ラジオ体操
●ころばん体操

●毎食前口腔体操　●随時DAM体操

●毎食前口腔体操
●毎週火ころばん体操
●毎週木せらばん体操

●毎食前口腔体操
●毎週土曜日カラオケ

●毎食前口腔体操
●随時体操

●毎食前口腔体操
●毎週日エルダー体操

●毎食前口腔体操
●随時エルダー体操

●毎食前口腔体操
●毎週水曜うぬまカフェ
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人材サポート委員会 高木 清隆

平素は、ジィトップの業務にご理解を頂き誠に
有難うございます。第2波コロナウイルス感染
症の蔓延にて面会制限や外出等、再度ご協力の
要請をさせて頂きます。ご不便をお掛け致しま
すがよろしくお願いします。まだまだ予断は許
せませんが、職員一同団結し、感染予防に努め
てまいります。さて、残暑厳しく日々30度を超
える猛暑です。熱中症や脱水には十二分に注意
し、暑い夏を乗り切っていきます。宜しくお願い
致します。

介護サービス委員会 平林 武

全国でのコロナ感染者数が多くなり、8月の時
点で第２波ではないかと報道がなされていま
す。関東、関西、また愛知県での増加数も多く、
引き続き全国で自粛する生活が続きます。お客
様、ご家族様や関連業種の方にも、面会や外出
の規制を取らせて頂き、ご協力誠にありがとう
ございます。６月からオンライン面会も各事業
で行えますので、今後もお気軽にお問合せ下さ
い。

居宅介護支援事業所ジィトップ 下木ケアマネ

102歳の利用者さんとの恋バナ女子トーク。娘
さんの写真を嬉しそうに眺める育メン父ちゃん
の話。利用者さんの若かりし頃にタイムスリッ
プすると質素な時代の中にある心の豊かさを
感じます。「この仕事をしていることは徳を積ん
でいるのと同じだよ。」介護の仕事を始めて四
苦八苦している私の背中を押してくれた言葉で
す。何気ない利用者さんとの会話の中に仕事も
暮らしも、頭ではなく心で行うことの大切さを
教えて頂いています。

 5 （土） ゆうゆうカフェ
 6 （日） カラオケ
 8 （火） カードゲーム
11 （金） お誕生日食事会
13 （日） カラオケ
 15 （火） ペットボトルゲーム

 16 （水） 映画
 20 （日） 敬老の日
21 （月） 歌謡教室
 22 （火） ドッグセラピー
24 （木） 体重測定レク
 27 （日） カラオケ

 28 （月） 脳トレ
 30 （水） ＤＡＭ体操

 8 （火） リズ美容室
 10 （木） カフェ南山
 11 （金） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 15 （火） リハビリ体操
 19 （土） 歌謡教室
 22 （火） ドッグセラピー

 23 （水） 詩吟
 24 （木） お茶会
 28 （月） 福理美
 29 （火） お誕生日食事会

 4 （金） 脳トレ 
 5 （土） 鳴海喫茶
 6 （日） カレンダー作り
10 （木） 訪問理美容
12 （土） 歌謡教室
15 （火） ドッグセラピー

16 （水） 牛乳パックジェンカ
19 （土） 鳴海喫茶
21 （月） 敬老会
22 （火） 脳トレ
24 （木） ドッグセラピー
30 （水） お誕生日食事会

 1 （火） テーブルゲーム
 4 （金） カラオケ
 6 （日） ぬり絵
 7 （月） リハビリ体操
10 （木） 脳トレ
11 （金） カラオケ
12 （土） お茶会

13 （日） トランプ
14 （月） 歌謡教室
16 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
18 （金） お誕生日食事会
   落語
19 （土） 敬老会
20 （日） カルタ

24 （木） 脳トレ
25 （金） カラオケ
26 （土） テーブルゲーム
27 （日） 風船バレー
28 （月） アレンジフラワー

 1 （火） きれいや理美容
 3 （木） ノーブル美容
 6 （日） 健康体操
 13 （日） カラオケ
   体重測定
 14 （月） 映画の日

 16 （水） 整膚
 17 （木） お誕生日食事会
 20 （日） 敬老の日
 21 （月） 書の会
25 （金） 歌謡教室

27 （日） お茶会
   体重測定
29 （火） ドッグセラピー

 3 （木） 喫茶 藤
 8 （火） 脳トレ
 10 （木） カラオケ
 12 （土） 創咲レク
 14 （月） お茶会
 17 （木） ヴァイオリン＆ピアノ演奏会

 20 （日） 藤の会
 21 （月） 敬老会
   藤の湯
 22 （火） 理美容
   脳トレ
 23 （水） 理美容

 24 （木） お誕生日食事会
 26 （土） カラオケ
   藤の湯
 28 （月） 歌謡教室
 29 （火） ドッグセラピー

 1 （火） ゲーム
 3 （木） ヴァイオリン＆ピアノ演奏会
 7 （月） トランプ
 8 （火） プラパン
 11 （金） ぬり絵
 12 （土） 折り紙

 15 （火） ドッグセラピー
17  （木） 歌謡教室
 18 （金） 屋上散歩
 20 （日） お誕生日食事会
 21 （月） 敬老の日
 22 （火） 折り紙

 24 （木） 外気浴
 28 （月） カレンダー作り

 4 （金） 玉蹴り
 8 （火） ちぎり絵
 9 （水） ボウリング
 11 （金） 歌謡教室
13  （日） お誕生日食事会
 14 （月） 折り紙

 15 （火） 落語
 17 （木） お茶会
 21 （月） 敬老会
 24 （木） 習字
 25 （金） 魚釣り
 28 （月） 折り紙

 29 （火） 風船バレー

 7 （月） 歌謡教室
 9 （水） 足湯
 12 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 14 （月） 書の会
 15 （火） 理美容
 16 （水） カラオケ、お誕生日食事会

 18 （金） 落語
 21 （月） 敬老の日
 23 （水） ハンドケア
 28 （月） 工作
 29 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 2 （水） スタッフレク
 4 （金） 歌謡教室
 6 （日） シネマ
 9 （水） スタッフレク
 11 （金） 整膚
 15 （火） 落語

 16 （水） スタッフレク
 18 （金） お誕生日食事会
 20 （日） お茶会
 23 （水） スタッフレク
 25 （金） ドックセラピー
 27 （日） 手作りおやつ

 30 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 3 （木） 歌謡教室
 7 （月） 旗上げ体操
 9 （水） お手玉
 11 （金） 習字
 12 （土） ボーリング
 14 （月） 数字合わせゲーム

 18 （金） お誕生日食事会
 21 （月） 競馬
 22 （火） バランスゲーム
 23 （水） お手玉とあやとり
 24 （木） お茶会
 28 （月） 落語

 1 （火） 外気浴
 2 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 3 （木） 訪問理美容
 8 （火） ハンドケアー
10 （木） 歌謡教室
15  （火） 外気浴

 17 （木） 足湯
18 （金） お楽しみ食事会
24 （木） 生け花 
28 （月） 落語
30 （水） 書の日

●毎食前口腔体操
●水・日DAM体操

●毎食前口腔体操
●毎週日曜日ＤＡＭ体操

●毎食前口腔体操
●カラオケ・エルダー
●工作あり

●毎食前口腔体操
●随時体操

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操　●随時DAM体操

●毎食前口腔体操
●毎日レクあり

●毎食前口腔体操
●毎週土曜日カラオケ

●毎食前口腔体操●随時体操

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操
●随時エルダー体操

●毎食前口腔体操
●毎週水曜うぬまカフェ
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 3 （土） 脳トレ
 6 （火） ヘルパーレク（七夕さん）
 9 （金） お誕生日食事会
 10 （土） ゆうゆうカフェ
 13 （火） 習字
17  （土） お月見

 18 （日） 串まつり
19  （月） 歌謡教室
 21 （水） お庭散策
 25 （日） 運動会
27 （火） 体重測定レク
31 （土） ハロウィン

 4 （日） DAM体操
 8 （木） お茶会
 11 （日） DAM体操
 13 （火） リズ美容室
 18 （日） DAM体操
 22 （木） カフェ南山

 24 （土） 歌謡教室
 25 （日） DAM体操
26 （月） 福理美
 27 （火） お誕生日食事会
 28 （水） 詩吟

 4 （日） カレンダー作り
 8 （木） 鳴海喫茶
10 （土） 歌謡教室
12  （月） 訪問理美容
 13 （火） 脳トレ
 15 （木） ピアノ＆バイオリン

 17 （土） 牛乳パックジェンカ
20 （火） 落語
24 （土） 脳トレ
27 （火） マジック
 28 （水） お誕生日食事会

 3 （土） テーブルゲーム
 4 （日） ぬり絵
 8 （木） 脳トレ
 9 （金） 運動会
 10 （土） お茶会
 11 （日） トランプ

12 （月） 歌謡教室
13 （火） ドッグセラピー
16 （金） お楽しみ食事会
17 （土） アレンジフラワー
 18 （日） カルタ
19 （月） 訪問理美容

 22 （木） 脳トレ
24 （土） テーブルゲーム
25 （日） 風船バレー
30 （金） カラオケ

 1 （木） ノーブル美容
 4 （日） 健康体操
 6 （火） きれいや
 11 （日） 体重測定
 12 （月） 書の会
 15 （木） お誕生日食事会

 18 （日） カラオケ
 19 （月） 折り紙教室
 23 （金） 歌謡教室
 24 （土） オカリナ
 25 （日） お茶会
 29 （木） 映画の日

 3 （土） 舞打音
 6 （火） 脳トレ
 8 （木） 喫茶 藤
 12 （月） お茶会
 14 （水） カラオケ
 16 （金） 創咲レク

 18 （日） 藤の会
 19 （月） 藤の湯
 20 （火） 脳トレ
 22 （木） お誕生日食事会
 24 （土） 藤の湯
 25 （日） 体育祭

 26 （月） 歌謡教室
 27 （火） 理美容
 28 （水） 理美容
 29 （木） 喫茶 藤
 30 （金） カラオケ

 1 （木） ゲーム
 8 （木） ネイル
 9 （金） ぬり絵
 10 （土） カラオケ大会
 13 （火） 折り紙
 14 （水） ボール遊び

 15 （木） 歌謡教室
 17 （土） 屋上散歩
 20 （火） 外気浴
 25 （日） 運動会
 27 （火） カレンダー作り

 2 （金） ちぎり絵
 6 （火） 風船バレー
 7 （水） ごぼう先生
 9 （金） 歌謡教室
 13 （火） 玉蹴り
 14 （水） ボウリング

 15 （木） 小牧温泉
 19 （月） 魚釣り
20 （火） ドッグセラピー
 22 （木） 折り紙
 23 （金） 玉入れ
 29 （木） 習字

 30 （金） 風船バレー

 5 （月） 歌謡教室
10 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 12 （月） 書の会
13  （火）ドッグセラピー
14  （水） オリンピック
 20 （火） 理美容

 21 （水） 足湯、お誕生日食事会
28 （水） ハンドケア
 30 （金） 工作

 2 （金） 歌謡教室
 4 （日） シネマ
 7 （水） スタッフレク
 9 （金） カラオケ
 13 （火） 整膚
 14 （水） スタッフレク

 16 （金） お誕生日食事会
 18 （日） お茶会
20 （火）ドッグセラピー
 21 （水） スタッフレク
 25 （日） 手作りおやつ
 28 （水） スタッフレク

 1 （木） 歌謡教室
 5 （月） 競馬
 6 （火） 石川さんの健康体操
 8 （木） ボーリング
 12 （月） ぬり絵
 13 （火） 旗上げゲーム

 16 （金） お誕生日食事会
 17 （土） 風船バレー
 22 （木） バランスゲーム
27 （火）ドッグセラピー
 30 （金） お手玉、折り紙

 2 （金） カラオケ
 6 （火） 外気浴
 8 （木） 歌謡教室
 9 （金） うたの日
 10 （土） お茶会
 15 （木） ハンドケアー

16 （金） お楽しみ食事会
 20 （火） 外気浴
22 （木） 足湯
23 （金） 書の日
27 （火） 外気浴、ドッグセラピー
 30 （金） カラオケ

●毎食前口腔体操
●毎週水・日DAM体操
●散歩：天気の良い日

●毎食前口腔体操
●第1・3映画鑑賞

●毎食前口腔体操
●随時・DAM体操
●カラオケ・エルダー
●工作あり

●火金・DANシステム
●木ころばん体操
●脳トレ

●毎食前口腔体操
●隔週入替ラジオ体操
●ころばん体操

●毎食前口腔体操　●随時DAM体操

●毎食前口腔体操
●毎週火ころばん体操
●毎週木せらばん体操

●毎食前口腔体操
●毎週土曜日カラオケ

●毎食前口腔体操
●随時体操

●毎食前口腔体操
●毎週日エルダー体操

●毎食前口腔体操
●随時エルダー体操

●毎食前口腔体操
●毎週水曜うぬまカフェ
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人材サポート委員会 高木 清隆

平素は、ジィトップの業務にご理解を頂き誠に
有難うございます。第2波コロナウイルス感染
症の蔓延にて面会制限や外出等、再度ご協力の
要請をさせて頂きます。ご不便をお掛け致しま
すがよろしくお願いします。まだまだ予断は許
せませんが、職員一同団結し、感染予防に努め
てまいります。さて、残暑厳しく日々30度を超
える猛暑です。熱中症や脱水には十二分に注意
し、暑い夏を乗り切っていきます。宜しくお願い
致します。

介護サービス委員会 平林 武

全国でのコロナ感染者数が多くなり、8月の時
点で第２波ではないかと報道がなされていま
す。関東、関西、また愛知県での増加数も多く、
引き続き全国で自粛する生活が続きます。お客
様、ご家族様や関連業種の方にも、面会や外出
の規制を取らせて頂き、ご協力誠にありがとう
ございます。６月からオンライン面会も各事業
で行えますので、今後もお気軽にお問合せ下さ
い。

居宅介護支援事業所ジィトップ 下木ケアマネ

102歳の利用者さんとの恋バナ女子トーク。娘
さんの写真を嬉しそうに眺める育メン父ちゃん
の話。利用者さんの若かりし頃にタイムスリッ
プすると質素な時代の中にある心の豊かさを
感じます。「この仕事をしていることは徳を積ん
でいるのと同じだよ。」介護の仕事を始めて四
苦八苦している私の背中を押してくれた言葉で
す。何気ない利用者さんとの会話の中に仕事も
暮らしも、頭ではなく心で行うことの大切さを
教えて頂いています。

 5 （土） ゆうゆうカフェ
 6 （日） カラオケ
 8 （火） カードゲーム
11 （金） お誕生日食事会
13 （日） カラオケ
 15 （火） ペットボトルゲーム

 16 （水） 映画
 20 （日） 敬老の日
21 （月） 歌謡教室
 22 （火） ドッグセラピー
24 （木） 体重測定レク
 27 （日） カラオケ

 28 （月） 脳トレ
 30 （水） ＤＡＭ体操

 8 （火） リズ美容室
 10 （木） カフェ南山
 11 （金） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 15 （火） リハビリ体操
 19 （土） 歌謡教室
 22 （火） ドッグセラピー

 23 （水） 詩吟
 24 （木） お茶会
 28 （月） 福理美
 29 （火） お誕生日食事会

 4 （金） 脳トレ 
 5 （土） 鳴海喫茶
 6 （日） カレンダー作り
10 （木） 訪問理美容
12 （土） 歌謡教室
15 （火） ドッグセラピー

16 （水） 牛乳パックジェンカ
19 （土） 鳴海喫茶
21 （月） 敬老会
22 （火） 脳トレ
24 （木） ドッグセラピー
30 （水） お誕生日食事会

 1 （火） テーブルゲーム
 4 （金） カラオケ
 6 （日） ぬり絵
 7 （月） リハビリ体操
10 （木） 脳トレ
11 （金） カラオケ
12 （土） お茶会

13 （日） トランプ
14 （月） 歌謡教室
16 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
18 （金） お誕生日食事会
   落語
19 （土） 敬老会
20 （日） カルタ

24 （木） 脳トレ
25 （金） カラオケ
26 （土） テーブルゲーム
27 （日） 風船バレー
28 （月） アレンジフラワー

 1 （火） きれいや理美容
 3 （木） ノーブル美容
 6 （日） 健康体操
 13 （日） カラオケ
   体重測定
 14 （月） 映画の日

 16 （水） 整膚
 17 （木） お誕生日食事会
 20 （日） 敬老の日
 21 （月） 書の会
25 （金） 歌謡教室

27 （日） お茶会
   体重測定
29 （火） ドッグセラピー

 3 （木） 喫茶 藤
 8 （火） 脳トレ
 10 （木） カラオケ
 12 （土） 創咲レク
 14 （月） お茶会
 17 （木） ヴァイオリン＆ピアノ演奏会

 20 （日） 藤の会
 21 （月） 敬老会
   藤の湯
 22 （火） 理美容
   脳トレ
 23 （水） 理美容

 24 （木） お誕生日食事会
 26 （土） カラオケ
   藤の湯
 28 （月） 歌謡教室
 29 （火） ドッグセラピー

 1 （火） ゲーム
 3 （木） ヴァイオリン＆ピアノ演奏会
 7 （月） トランプ
 8 （火） プラパン
 11 （金） ぬり絵
 12 （土） 折り紙

 15 （火） ドッグセラピー
17  （木） 歌謡教室
 18 （金） 屋上散歩
 20 （日） お誕生日食事会
 21 （月） 敬老の日
 22 （火） 折り紙

 24 （木） 外気浴
 28 （月） カレンダー作り

 4 （金） 玉蹴り
 8 （火） ちぎり絵
 9 （水） ボウリング
 11 （金） 歌謡教室
13  （日） お誕生日食事会
 14 （月） 折り紙

 15 （火） 落語
 17 （木） お茶会
 21 （月） 敬老会
 24 （木） 習字
 25 （金） 魚釣り
 28 （月） 折り紙

 29 （火） 風船バレー

 7 （月） 歌謡教室
 9 （水） 足湯
 12 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 14 （月） 書の会
 15 （火） 理美容
 16 （水） カラオケ、お誕生日食事会

 18 （金） 落語
 21 （月） 敬老の日
 23 （水） ハンドケア
 28 （月） 工作
 29 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 2 （水） スタッフレク
 4 （金） 歌謡教室
 6 （日） シネマ
 9 （水） スタッフレク
 11 （金） 整膚
 15 （火） 落語

 16 （水） スタッフレク
 18 （金） お誕生日食事会
 20 （日） お茶会
 23 （水） スタッフレク
 25 （金） ドックセラピー
 27 （日） 手作りおやつ

 30 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 3 （木） 歌謡教室
 7 （月） 旗上げ体操
 9 （水） お手玉
 11 （金） 習字
 12 （土） ボーリング
 14 （月） 数字合わせゲーム

 18 （金） お誕生日食事会
 21 （月） 競馬
 22 （火） バランスゲーム
 23 （水） お手玉とあやとり
 24 （木） お茶会
 28 （月） 落語

 1 （火） 外気浴
 2 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 3 （木） 訪問理美容
 8 （火） ハンドケアー
10 （木） 歌謡教室
15  （火） 外気浴

 17 （木） 足湯
18 （金） お楽しみ食事会
24 （木） 生け花 
28 （月） 落語
30 （水） 書の日

●毎食前口腔体操
●水・日DAM体操

●毎食前口腔体操
●毎週日曜日ＤＡＭ体操

●毎食前口腔体操
●カラオケ・エルダー
●工作あり

●毎食前口腔体操
●随時体操

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操　●随時DAM体操

●毎食前口腔体操
●毎日レクあり

●毎食前口腔体操
●毎週土曜日カラオケ

●毎食前口腔体操●随時体操

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操
●随時エルダー体操

●毎食前口腔体操
●毎週水曜うぬまカフェ



100歳
インタビュー

ひとこと
楽しい事：甥や姪も高齢になりました
が、会いに来てくれる。
長生きの秘訣：毎日、感謝して過ごす
こと。みなさんに本当によくして頂い
ています。ありがとうございます。　
頑張っていること：物事はいつも良い
方に考えるようにすること

スタッフから
穏やかで、奥ゆかしく、思慮深く書道を
はじめ芸事にもたけてみえます。 人とし
て学ばせて頂ける人生の大先輩で尊敬し
ています。  

南山　N様　102歳（17年）

ひとこと
楽しいこと：みんなとお話しする事。
玄関に座っているといろんな人が来て 
お話するのが楽しい
長生きの秘訣：みんなに可愛がっても
らわなかん
頑張っていること：動くこと

スタッフから
おおらかで、いつもにこやかで愛らしい
方です。ご自身が１０３歳だと思ってい
らっしゃらないそこが活発に動ける原動
力になっていると思います。

南山　T様　103歳（４か月）

ひとこと
長生きの秘訣は、何と言っていいかわ
かりませんね～  
楽しい事？　ちょっと言いにくい。
フハ、アッハハ～  

スタッフから
ご飯をほとんど完食されています。いつ
もありがとうと感謝の言葉をおっしゃっ
て下さいます。

もとしお　K様　104歳（４年）

ひとこと
長生きの秘訣は、何も考えないこと。
何でも嬉しいことばかりで楽しくて
しょうがないです。

スタッフから
シルバーカーでしっかり歩いています。
いつもニコニコ優しい笑顔で楽しそうに
していらっしゃいます。

もとしお　H様　101歳（10年）

ひとこと
急に１００才になったわけでもないし、
特別なこともしていない。近所の107
才のおばあちゃんはトコトコ歩いて元
気だった。私もトコトコ歩いて元気で
いたい。

スタッフから
今年の２月に入居され、翌月に100歳の
お誕生日を迎えられました。柳ケ瀬に於
いて初１００歳の入居者様に舞い上がる
周囲に対して、どっしりと構えて特別に
意識をされていないT様。人生100年目
から挑戦して頂いている新しい住まいを
良きところに致します！！

柳ケ瀬　T様　100歳（９か月）

祝
ご長寿

土用の丑の日　うなぎを提供させて頂きました。

新聞に掲載されました。

江戸時代に“夏の売り上げがおちる”と
うなぎ屋から相談を受けた学者の平賀源内が、店先に

7/18(土）岐阜新聞朝刊に掲載されました。
井上介護部長が外出介助された時の掲載です。
利用者様はゆうゆう未来館鵜沼からゆうゆう未来館柳ヶ瀬に転居されたF様です。

という看板を立てたら大繁盛したことで、他のうなぎ屋もマネをしたとか・・
鰻には、ビタミンＡ、ビタミンＢ群など、疲労回復、食欲増進に効果的な成分が多く、夏バテ予防には
ピッタリの食べ物です。そこで、会社から英気を養っていただける様、ご提供させて頂きました。
♪美味しい顔ってどんな顔？♪というＣＭがありましたが、ご利用者様から美味しい顔を沢山いただけ
て嬉しかったです。

土用の丑の日、うなぎの日

食すれば、夏負けすることなし

「　本日丑の日　」

敬老の日
令和 2年 9月 21 日
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ピッタリの食べ物です。そこで、会社から英気を養っていただける様、ご提供させて頂きました。
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春日井今年の夏祭りも「流しそうめん」から
スタート。ご利用者様に楽しんで頂け
る様、工夫をしました。その後は、屋台です。水風船・輪投げ・綿あめ・
たこ焼き・フルーツパフェに自動販売機。フルーツパフェは本物のメロン
の皮を器にして豪華で見た目も美味しさも１００％満足して頂けました。
また自動販売機は、段ボールで作ったスタッフ渾身の手作りで大好評でし
た。お腹いっぱいになって、最後は炭坑節で過行く夏を楽しみました。

今年は夏まつりはなくて、秋
まつりを開催します。ご利用
者様の希望でガーデニングをしました。花やきゅうりやナス
などの野菜の苗を植えました。きゅうりはとても美味しく頂
きました。秋まつりには秋茄子が食べられると思います。
今、もとしおの庭はかわいいお花でいっぱいです。

小 牧 外で食べる冷たい素麺の美味
しい事、しかも流しそうめん

の経験のないご利用者様には好評です。つい夢中になって
召し上がっていらっしゃいました。室内では、射的、輪投
げ、風船つりとご利用者様の笑顔を沢山見る事ができてと
てもうれしかったです。

稲 沢 今年も、ボウリング、射的、
スイカ割と沢山のゲームをし

て頂き、ご利用者様は童心にかえり、射的をするまなざし、
スイカ割りをする姿は真剣そのもので楽しんで頂きまし
た。そして、今年はスタッフの親子がフラダンスを初披露
し、一緒に楽しんで頂きました。暑い夏を吹き飛ばすよう
な夏祭りでした。

初めての夏祭りです！的あ
てゲームやお菓子のつかみ取り、スイカ割りとゲームを楽
しんで頂き、かき氷と綿菓子を食べてお腹も満たされ、変
装したスタッフや昭和のスターになりきった所長にも心を
奪われよく笑ったあとは、皆で“盆踊り”で盛り上がりま
した(^^♪

たこ焼き、五平餅、やきそば、
フルーツポンチと召し上がっ
て頂き、お腹がいっぱいになったところでスイカ割りが始
まりました。今年は見事に割れて美味しく頂きましたよ。
迫力のある岩倉の夏祭りを表紙に飾らさせて頂きました。

鵜 沼

各務原 第一部：かき氷、綿菓子、
チョコフォンデュ

第二部：輪投げ、魚釣り　第三部：スイカ割りと予定通り
夏祭りが行われました。終始、童心にかえったご利用者様
のとてもいい笑顔を沢山見せて頂きました。突然の雷雨で
毎年恒例の花火大会は21日に変更になりましたが、皆さ
ん楽しみにして下さっています。

藤が丘 屋台、スイカ割り、輪投げ、
盆踊りとどこでもやってる

夏祭りですが藤が丘は毎年、浴衣コンテストを開催してい
ます。ところが藤が丘は浴衣美人が多いので審査員がいつ
も悩んでいます。それとご利用者様が作ってくれたチョコ
バナナがめっちゃ美味しかったなぁ。

鳴 海
今年は、〔食〕の夏祭りです。焼きそば、
お好み焼き、フランクフルト、素麺、
ジュース、フルーツ（メロン・ミカン）
など好きなものを好きなだけ食べて頂きゲームは、的当て・輪投げ・パターゴル
フ・カラオケと盛り上がったところで3時のおやつ。たこ焼き・ベビーカステラ・
かき氷・コーヒー・ジュースを召し上がって頂き最後は、盆踊りでしめくくりま
した。99歳のご利用者様もすっと伸びた腕できれいに踊っていました。

スタッフが考えたゲームが
盛り沢山で、ひもくじ、ス
プーン玉・ルーレット・射的など4チーム対抗で今年はＣ
チームが1位でした。チョコバナナ・たませんは大好評で
夜は鰻定食をめし上がって頂きました。三好自慢の手作り
神輿の前で集合写真を撮影しました(^^)/

三 好

もとしお

柳ヶ瀬丸山サ責の焼きそばは毎年大
好評です♡今回の夏祭りは特
別企画として普段利用者様が踏み入れたことのない2階を
利用して「アマビエ詣り」をしていただきました。我々ス
タッフも利用者様と一緒に“コロナ封じ”をアマビエ様に
お願いしました。

岩 倉

初めての夏祭りです！的あ

南 山 夏祭りは、記事締切後でした
ので、写真だけ撮影しました

がもうすでに、盛り上がっている南山です(^^)/たこ焼き
やスイカ割りはもちろん、カラオケ大会を計画していま
す。こっそり練習しているご利用者様もいらっしゃるくら
い今からワクワク感が伝わってきます。
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ｗｅｂシステムでご家族様とご利用者様を結ぶ家族会

スタッフリレー ゆうゆう未来館柳ヶ瀬　西沢宏俊さん
私の趣味はサッカー観戦です。一番好きなのは仲間と計画するアウェーの生観戦です。その地域の美味しいグルメを
楽しんだり、クラブヒストリーや地域文化を肌で感じることが出来るからです。IAIスタジアムで食べた清水まぐろ
バーガーが特に印象に残っており、とても美味しかったです。当時まだ下部リーグ所属であった自分の地元チームで
もあるツエーゲン金沢に、元日本代表の久保竜彦選手が移籍してきたときには期待に胸が膨らみました。
現在はコロナ禍でリモート観戦ですが収束の願いも込めて将来は様々なスタジアムを訪問させて頂きたいと思います。
次は三好の小島さんにパスします。また一緒に観戦に行きましょう！ 次は、三好の小島さんにバトンを渡します。

介護度が軽くなったご利用者様

第17期上期人事任命

ゆうゆう未来館小牧　Ｋ様
要介護度3→要介護度2

 　　　　：皆様とレクリエーションや行事を楽しみながら、頑張っ
ています。

 　　　　：みなさんに手伝ってもらいながら日々頑張っているよう
でうれしいです。

 　　　　：人知れず居室で自主トレーニングをされています。その
成果の表れだと思います。これからも意欲的にリハビリに取り組ん
でいけるよう応援していきます。

ケアマネ

ご本人様

例年なら、ご家族様にお越し頂いてご利用者様と一緒にアンケートに基づいてお話をさせて頂い
たり、その事業所で考えた催しで楽しいひとときをお過ごし頂いておりました。ご利用者様、ご
家族様には大変なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

第一回の試みでご不便をおかけいたしましたが、コロナウイルス
感染症が終息するまでは、このオンライン面会（パソコン＊タブ
レット＊スマートフォン）を利用していただけると、より事業所
を身近に感じて頂けるかと思います。

令和2年6月20日～6月28日

令和2年の家族会は、
新型コロナウイルス感染防止を踏まえた
家族会となりました。

オンライン家族会の後は、
オンラインによる面会をして頂きました。

ご家族様からマスクを頂きました～

ご家族様

介護支援専門員・介護福祉士・
宅地建物取引士・ケアセラピスト
木佐貫 節子
営業事務も担当しています。入居者様、ご
家族様にもとしおに来て良かったと言っ
て頂けるように日々努力していきますの
で宜しくお願い致します。

ゆうゆう未来館もとしお
生活相談員・介護福祉士
村瀬 美恵
介護を続けていくと「傲り」や「自己満足」
な部分も出てきてしまう事もあり、そうい
う時は初心にかえるよう心がけています。
仲間を大切にしながら、ご利用者様の笑
顔を沢山頂けるよう努力してまいります。

ゆうゆう未来館もとしお

サービス提供責任者・介護福祉士
前田 不二美
ゆうゆう未来館春日井でお仕事をするように
なって5年がたちました。毎日、ご利用者様と大笑
いして楽しく過ごしつつ、その中で信頼関係を築
いていけるよう心がけています。ご利用者様の声
に耳を傾け、何を望んでいらっしゃるかを汲み
取っていけるよう頑張っていきたいと思います。

ゆうゆう未来館春日井
サブリーダー・准看護師
越智 千富美
皆様の日常生活において、安心、安全に過
ごせて頂ける様、サポートしていきます。
又、豊かな気持ちを持って接し看護、介護
につなげたいです。

ゆうゆう未来館鵜沼

サブリーダー・介護福祉士
江崎 和香
各務原に入社し、まだ分からない事もあり
ますが、皆様の足を引っ張らないように頑
張っていきたいと思います。ご利用者様に
少しでも多く声を出し、笑って頂けるよう
なケアをしていきたいです。

ゆうゆう未来館各務原
サブリーダー・介護福祉士
佐元 春樹
ご利用者様に安心・安全に生活して頂くこ
とを常に頭において、日々ご利用者様に
笑顔でいていただけるよう、一生懸命お
世話させて頂きますので宜しくお願い致
します。

ゆうゆう未来館岩倉

久しぶりに家族の笑顔がみれました！

ゆうゆう未来館　南山 ゆうゆう未来館　各務原

ご利用者様のご家族様から手作りのマスクが届きました。
とても嬉しかったです。ありとうございました。

H様から
頂いたマスク

N様から
頂いたマスク
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