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桜の木の下でみ
んなで撮影ゆうゆう未来館 春

日井

ゆうゆうサロン 6月開催の家族会は
オンラインで予定しております。

カルチャー・健康づくり教室・レクリエーション・リハビリタイム・趣味の会等
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ご利用者様・ご家族様に支えられ(株)ジイトップ１８期がスタート致しました。ありがとうございま
す。まだまだコロナ禍ではございますが、全職員一丸で感染予防に当たり、ゆうゆう未来館感染者ゼ
ロで終息を迎えられる様に努力して参ります。ワクチン接種に関しましては改めてお願いして行きま
すので、ご理解ご協力宜しくお願い致します。

人材サポート委員会 高木 清隆

（株）ジィトップ、晴れやかに18期を迎え、開始することができました。ご利用者様、ご家族様ならびに
関係各位の皆様、ありがとうございます。各事業所、新たな目標を掲げて心一新にしてこれからも安
心・安全・笑顔あふれる生活を援助してまいります。4月からは、介護保険の法改正があり、事業所か
ら案内が届くと思いますので、ご確認と保管をお願い致します。

介護サービス委員会 平林 武

2021年度４月より３年に一度の介護報酬の改定がありご利用者様・ご家族さまへは多大なるご協力
をいただきありがとうございます。2022年は団塊の世代が後期高齢者に突入する年でもあり、支え
手不足により介護保険制度の財源がより圧迫される見通しです。そして新型コロナウイルスの流行
や災害頻度の高さを鑑みて感染症や災害の強化もテーマも加わりました。少しでも皆様の不安が軽
減できるよう引き続きご支援をさせていただきます。

居宅介護支援事業所  田嶋 麻衣子

スタッフリレー ゆうゆう未来館 小牧　　石田所長
「今年は開花が早やまったようだけど行く
か？」「行く！」岐阜県根尾谷にある淡墨桜の
花見が、5年前から我が家の恒例行事となり
ました。淡墨桜は「樹齢1500年以上のエドヒ
ガンの古木で日本五大桜のひとつ」（ウィキ
ぺディア）です。なかなか見頃の時期に巡り
合わず、五分咲だったり雨模様だったり又、
娘の学校の都合で夜に駆け足で見るなど、タ
イミングがいまひとつ。でも今回は開花が早
まったので、娘の春休みに行くことが出来ました。実は前日にライトアップされた夜桜を見
に行こうとしたのですが、コロナ禍でライトアップが中止。当地に着いて、人っ子一人いな
い真っ暗闇でようやく気づいた次第。翌日、自家用車で木曽三川沿いから山あいの国道を
走ること1時間あまり。花雲りでしたが、満開の淡墨桜に巡り会えました。娘は、今年から中
学2年生。父親とのツーショットは嫌がる年頃。何とか頼み込んで、家内とのツーショットを
撮ってはくれました。次は、ゆうゆう未来館もとしおの水野美紀さんにバトンを渡します。

 5 （水） 端午の節句
 9 （日） 母の日（お抹茶会）
 11 （火） 脳トレ
 14 （金） お誕生日会
   お楽しみ食事会
 17 （月） カードゲーム

 18 （火） 林ヘルパーレク
 21 （金） 風船バレー 
 24 （月） 足湯
 25 （火） 体重測定レク
 28 （金） 歌謡コンサート 

 6 （木） カフェ南山
 9 （日） 母の日レク
 11 （火） リズ美容室
 13 （木） お茶会
 18 （火） リハビリ体操
 19 （水） 詩吟

 21 （金） 歌謡コンサート
 24 （月） 福理美
 25 （火） お誕生日食事会

 3 （月） 脳トレ
 6 （木） カラオケ
 7 （金） パズル
 9 （日） 母の日
 13 （木） 訪問理美容
 14 （金） カレンダー作り

 16 （日） 筆の会
 18 （火） ドッグセラピー
 21 （金） カラオケ
 22 （土） 絵手紙
 23 （日） 歌暦
 24 （月） パズル

 25 （火） 歌謡コンサート
 26 （水） お誕生日会
 29 （土） 脳トレ

 2 （日） ぬり絵
 3 （月） 脳トレ漢字
 5 （水） ボール送り
 6 （木） 脳トレ
 8 （土） タオル体操
 9 （日） 母の日・おやつレク
 10 （月） 歌謡コンサート

 14 （金） カラオケ
 15 （土） お茶会
 16 （日） カルタ
 19 （水） 訪問理美容
 21 （金） お誕生日会・落語
 22 （土） トランプ
 23 （日） 貼り絵

 24 （月） アレンジフラワー
 26 （水） 貼り絵
 28 （金） カラオケ
 29 （土） 風船バレー

 1 （土） 開設記念日 
 2 （日） 脳トレ    
 4 （火） きれいや理美容  
 8 （土） 体重測定     
 9 （日） お誕生日会   
 12 （水） 書の会    
 15 （土） 健康体操   

 16 （日） DAMレク    
 18 （火） 歌謡コンサート   
 19 （水） 折り紙教室    
 20 （木） 整膚
 22 （土） 体重測定     
 23 （日） カラオケ    
 25 （火） 大正琴    

 30 （日） お茶会    

 3 （月） お茶会
 5 （水） DAM体操
 8 （土） 脳トレ
 11 （火） 創作レク
 13 （木） 喫茶 藤
 15 （土） 脳トレ

 17 （月） ～22（土）藤の湯
19  （水） DAM体操
 23 （日） 脳トレ
 24 （月） 歌謡コンサート
 27 （木） お誕生日会
 29 （土） 喫茶 藤

 1 （土） 脳トレ
 4 （火） 散歩
 5 （水） トランプ
 7 （金） ぬり絵
 8 （土） カラオケ
 9 （日） 映画・母の日
 10 （月） 散歩

 12 （水） プラバン
 14 （金） 書道
 15 （土） カラオケ
 18 （火） ドッグセラピー
 19 （水） ゲーム
 20 （木） 歌謡コンサート
 25 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 26 （水） ゲートボール
 28 （金） カレンダー作り
 29 （土） 脳トレ
 31 （月） ぬり絵

 1 （土） カラオケ
 3 （月） 玉蹴り
 4 （火） 折り紙
 7 （金） ぬり絵
 9 （日） お誕生日会
 10 （月） 習字
 11 （火） 風船バレー
 12 （水） ボウリング

 13 （木） カルタ取り
 14 （金） 歌謡コンサート
 17 （月） ぬり絵
 18 （火） 脳トレ
 20 （木） 落語
 21 （金） 玉蹴り
 22 （土） カラオケ
 24 （月） カルタ取り

 25 （火） ボウリング
 27 （木） 習字
 28 （金） 折り紙
 31 （月） 風船バレー

 3 （月） 歌謡コンサート
 8 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 9 （日） 母の日
 10 （月） 足湯
 11 （火） 書の会
 14 （金） 足湯

 17 （月） ボンボン体操
 18 （火） 理美容
 19 （水） 口腔・指先体操
 21 （金） 落語
 24 （月） ボンボン体操
 25 （火） ごぼう先生体操

 26 （水） 口腔・指先体操
 28 （金） 工作
 31 （月） ボンボン体操

 2 （日） シネマ
 5 （水） スタッフレク
 7 （金） 歌謡コンサート
 11 （火） 整膚
 12 （水） スタッフレク
 16 （日） お茶会

 19 （水） スタッフレク
 20 （木） 落語
 21 （金） お誕生日会
 23 （日） カラオケ
 25 （火） ドッグセラピー
 26 （水） スタッフレク

 30 （日） 手作りおやつ

 1 （土） 開設記念日
 3 （月） 旗揚げゲーム
 6 （木） 歌謡コンサート
 8 （土） 石川さんの健康体操
 10 （月） カラオケ
 11 （火） 習字

 15 （土） カレンダー作り
 17 （月） 第2回岩倉クイズ王大会
 19 （水） 競馬ゲーム
 20 （木） カレンダー作り
 21 （金） お誕生日会
 23 （日） 数字合わせゲーム

 24 （月） 落語
 26 （水） ボウリング大会
 27 （木） 28 （金） 壁面作り

 3 （月） 鵜沼カフェ
 4 （火） 歌謡コンサート
 5 （水） 菖蒲湯
 7 （金） 外気浴
 8 （土） カラオケ
 11 （火） 鵜沼カフェ
 12 （水） お誕生日会

 13 （木） 理美容
 15 （土） ハンドケア
 16 （日） カラオケ
 17 （月） 足湯
 18 （火） 鵜沼カフェ
 19 （水） カラオケ
 21 （金） お楽しみ食事会

 22 （土） 外気浴
 25 （火）26（水） 鵜沼カフェ
 27 （木） 落語
 28 （金） 生け花
 29 （土） カラオケ

●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・ゆうゆう喫茶
●工作あり

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操

●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

●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

 2 （水） 脳トレ
 8 （火） ゆうゆうカフェ
 10 （木） 足湯
 11 （金） お誕生日会
   お楽しみ食事会
 13 （日） 家族会

 15 （火） 宮原ヘルパーレク
 18 （金） 歌謡コンサート
 20 （日） 父の日レク
 21 （月）～24 （木）七夕準備
25 （金） 体重測定レク
 29 （火） ボウリング大会

 8 （火） リズ美容室
 10 （木） お茶会
 16 （水） 詩吟
 18 （金） 歌謡コンサート
 20 （日） 父の日レク
 24 （木） カフェ南山

28 （月） 福理美
29 （火） お誕生日食事会

 2 （水） パズル
 4 （金） カラオケ
 7 （月） 脳トレ
 13 （日） 筆の会
 14 （月） 訪問理美容
 15 （火） 落語
 16 （水） カレンダー作り

 18 （金） カラオケ
 20 （日） 父の日
 21 （月） 絵手紙
 24 （木） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 25 （金） パズル
 26 （土） 歌暦
 28 （月） 脳トレ

 29 （火） 歌謡コンサート
 30 （水） お誕生日会

 2 （水） 貼り絵
 3 （木） ころばん体操
 4 （金） カラオケ
 6 （日） ぬり絵
 10 （木） 脳トレ
 11 （金） カラオケ

 12 （土） タオル体操 
 13 （日） トランプ
 16 （水） 風船バレー
 18 （金） お誕生日会・カラオケ
 19 （土） 風船バレー
 20 （日） 父の日・おやつレク

 21 （月） 訪問理美容
 26 （土） アレンジフラワー
 27 （日） カルタ
 28 （月） テーブルゲーム

 1 （火） きれいや理美容
 5 （土） 健康体操
 6 （日） DAM体操
 8 （火） 折り紙
 9 （水） 書の会
 12 （土） 体重測定

 13 （日） 映画の日
 15 （火） 歌謡コンサート
 16 （水） DAM体操
 17 （木） お誕生日会
 20 （日） 家族会
 21 （月） 折り紙教室

 26 （土） 体重測定
 27 （日） お茶会

 3 （木） DAM体操
 6 （日） 脳トレ
 10 （木） 喫茶 藤
 12 （土） 創作レク
 14 （月） お茶会
 15 （火） ドッグセラピー 

 16 （水） DAM体操
 19 （土） 喫茶 藤
 20（日） 脳トレ
 21 （月）～26 （土） 藤の湯
24 （木） お誕生日会
 27（日） 脳トレ

 28（月） 歌謡コンサート
 30（水） 喫茶 藤

 2 （水） ぬり絵
 4 （金） ゲーム
 5 （土） カラオケ
 8 （火） ゲートボール
 9 （水） トランプ
 11 （金） おやつ作り
 12 （土） カラオケ

 13 （日） 映画・父の日
 16 （水） ぬり絵 
 17 （木） 歌謡コンサート
 18 （金） ボール遊び
 22 （火） トランプ
 23 （水） もとしおキッチン
 25 （金） カラオケ

 26 （土） カレンダー作り
 27 （日） 映画
 28 （月）29（火）七夕飾り
 30 （水） カラオケ大会

 1 （火） ぬり絵
 2 （水） ごぼう先生体操
 4 （金） 玉蹴り
 7 （月） カルタ取り
 8 （火） 折り紙
 9 （水） ボウリング
 10 （木） 習字
 11 （金） 歌謡コンサート

 13 （日） お誕生日会
 15 （火） 小牧温泉
 17 （木） 魚釣り
 18 （金） 風船バレー
 19 （土） カラオケ
 21 （月） 玉蹴り
 22 （火） ぬり絵
 23 （水） ボウリング

 24 （木） カルタ取り
 25 （金） 習字
 27 （日） カレンダー作り
 28 （月） 風船バレー
 29 （火） 折り紙

 1 （火） ごぼう先生体操
 7 （月） 歌謡コンサート
 8 （火） ごぼう先生体操
 9 （水）11（金）ハンドケア
 12 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 14 （月） 書の会

 15 （火） 理美容
 16 （水） ボンボン体操
 20 （日） 父の日
 21 （月） ボンボン体操
 22 （火） ごぼう先生体操
23 （水）25（金）ボンボン体操

 28 （月） 工作
 29 （火） ごぼう先生体操
 30 （水） 口腔・指先体操

 2 （水） スタッフレク
 6 （日） 稲沢シネマ
 8 （火） 整膚
 9 （水） スタッフレク
 13 （日） お茶会
 16 （水） スタッフレク

 18 （金） お誕生日会
 20 （日） カラオケ
 23 （水） スタッフレク
 27 （日） 手作りおやつ
 30 （水） スタッフレク

 1 （火） 魚釣りゲーム
 3 （木） 歌謡コンサート
 4 （金） ごぼう先生体操
 7 （月） ボウリング
 8 （火） 数字合わせゲーム
 9 （水） 習字
 10 （木） お茶会

11 （金）12（土） カレンダー作り
 14 （月） 第3回岩倉クイズ王大会
 15 （火） 石川さんの健康体操
 19 （土） 数字合わせゲーム
 21 （月） ごぼう先生体操
 22 （火） ドッグセラピー
 23 （水）24（木）壁画作り

 28 （月） 石川さんの健康体操
 29 （火） 紙ずもう
30  （水） カレンダー作り

 1 （火） 歌謡コンサート
 4 （金） 鵜沼カフェ
 9 （水） お誕生日会
 10 （木） カラオケ
 12 （土） ハンドケア
 13 （日） カラオケ

 15 （火） 鵜沼カフェ
 16 （水） カラオケ
 18 （金） お楽しみ食事会
 19 （土） カラオケ
 22 （火） ドッグセラピー
 24 （木） 生け花

 28 （月） カラオケ
   鵜沼カフェ

●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・DAMM体操
●カラオケ・エルダー・ゆうゆう喫茶
●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
●毎週火・金曜健康体操

●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
●毎日エルダー体操

●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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ご利用者様・ご家族様に支えられ(株)ジイトップ１８期がスタート致しました。ありがとうございま
す。まだまだコロナ禍ではございますが、全職員一丸で感染予防に当たり、ゆうゆう未来館感染者ゼ
ロで終息を迎えられる様に努力して参ります。ワクチン接種に関しましては改めてお願いして行きま
すので、ご理解ご協力宜しくお願い致します。

人材サポート委員会 高木 清隆

（株）ジィトップ、晴れやかに18期を迎え、開始することができました。ご利用者様、ご家族様ならびに
関係各位の皆様、ありがとうございます。各事業所、新たな目標を掲げて心一新にしてこれからも安
心・安全・笑顔あふれる生活を援助してまいります。4月からは、介護保険の法改正があり、事業所か
ら案内が届くと思いますので、ご確認と保管をお願い致します。

介護サービス委員会 平林 武

2021年度４月より３年に一度の介護報酬の改定がありご利用者様・ご家族さまへは多大なるご協力
をいただきありがとうございます。2022年は団塊の世代が後期高齢者に突入する年でもあり、支え
手不足により介護保険制度の財源がより圧迫される見通しです。そして新型コロナウイルスの流行
や災害頻度の高さを鑑みて感染症や災害の強化もテーマも加わりました。少しでも皆様の不安が軽
減できるよう引き続きご支援をさせていただきます。

居宅介護支援事業所  田嶋 麻衣子

スタッフリレー ゆうゆう未来館 小牧　　石田所長
「今年は開花が早やまったようだけど行く
か？」「行く！」岐阜県根尾谷にある淡墨桜の
花見が、5年前から我が家の恒例行事となり
ました。淡墨桜は「樹齢1500年以上のエドヒ
ガンの古木で日本五大桜のひとつ」（ウィキ
ぺディア）です。なかなか見頃の時期に巡り
合わず、五分咲だったり雨模様だったり又、
娘の学校の都合で夜に駆け足で見るなど、タ
イミングがいまひとつ。でも今回は開花が早
まったので、娘の春休みに行くことが出来ました。実は前日にライトアップされた夜桜を見
に行こうとしたのですが、コロナ禍でライトアップが中止。当地に着いて、人っ子一人いな
い真っ暗闇でようやく気づいた次第。翌日、自家用車で木曽三川沿いから山あいの国道を
走ること1時間あまり。花雲りでしたが、満開の淡墨桜に巡り会えました。娘は、今年から中
学2年生。父親とのツーショットは嫌がる年頃。何とか頼み込んで、家内とのツーショットを
撮ってはくれました。次は、ゆうゆう未来館もとしおの水野美紀さんにバトンを渡します。

 5 （水） 端午の節句
 9 （日） 母の日（お抹茶会）
 11 （火） 脳トレ
 14 （金） お誕生日会
   お楽しみ食事会
 17 （月） カードゲーム

 18 （火） 林ヘルパーレク
 21 （金） 風船バレー 
 24 （月） 足湯
 25 （火） 体重測定レク
 28 （金） 歌謡コンサート 

 6 （木） カフェ南山
 9 （日） 母の日レク
 11 （火） リズ美容室
 13 （木） お茶会
 18 （火） リハビリ体操
 19 （水） 詩吟

 21 （金） 歌謡コンサート
 24 （月） 福理美
 25 （火） お誕生日食事会

 3 （月） 脳トレ
 6 （木） カラオケ
 7 （金） パズル
 9 （日） 母の日
 13 （木） 訪問理美容
 14 （金） カレンダー作り

 16 （日） 筆の会
 18 （火） ドッグセラピー
 21 （金） カラオケ
 22 （土） 絵手紙
 23 （日） 歌暦
 24 （月） パズル

 25 （火） 歌謡コンサート
 26 （水） お誕生日会
 29 （土） 脳トレ

 2 （日） ぬり絵
 3 （月） 脳トレ漢字
 5 （水） ボール送り
 6 （木） 脳トレ
 8 （土） タオル体操
 9 （日） 母の日・おやつレク
 10 （月） 歌謡コンサート

 14 （金） カラオケ
 15 （土） お茶会
 16 （日） カルタ
 19 （水） 訪問理美容
 21 （金） お誕生日会・落語
 22 （土） トランプ
 23 （日） 貼り絵

 24 （月） アレンジフラワー
 26 （水） 貼り絵
 28 （金） カラオケ
 29 （土） 風船バレー

 1 （土） 開設記念日 
 2 （日） 脳トレ    
 4 （火） きれいや理美容  
 8 （土） 体重測定     
 9 （日） お誕生日会   
 12 （水） 書の会    
 15 （土） 健康体操   

 16 （日） DAMレク    
 18 （火） 歌謡コンサート   
 19 （水） 折り紙教室    
 20 （木） 整膚
 22 （土） 体重測定     
 23 （日） カラオケ    
 25 （火） 大正琴    

 30 （日） お茶会    

 3 （月） お茶会
 5 （水） DAM体操
 8 （土） 脳トレ
 11 （火） 創作レク
 13 （木） 喫茶 藤
 15 （土） 脳トレ

 17 （月） ～22（土）藤の湯
19  （水） DAM体操
 23 （日） 脳トレ
 24 （月） 歌謡コンサート
 27 （木） お誕生日会
 29 （土） 喫茶 藤

 1 （土） 脳トレ
 4 （火） 散歩
 5 （水） トランプ
 7 （金） ぬり絵
 8 （土） カラオケ
 9 （日） 映画・母の日
 10 （月） 散歩

 12 （水） プラバン
 14 （金） 書道
 15 （土） カラオケ
 18 （火） ドッグセラピー
 19 （水） ゲーム
 20 （木） 歌謡コンサート
 25 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 26 （水） ゲートボール
 28 （金） カレンダー作り
 29 （土） 脳トレ
 31 （月） ぬり絵

 1 （土） カラオケ
 3 （月） 玉蹴り
 4 （火） 折り紙
 7 （金） ぬり絵
 9 （日） お誕生日会
 10 （月） 習字
 11 （火） 風船バレー
 12 （水） ボウリング

 13 （木） カルタ取り
 14 （金） 歌謡コンサート
 17 （月） ぬり絵
 18 （火） 脳トレ
 20 （木） 落語
 21 （金） 玉蹴り
 22 （土） カラオケ
 24 （月） カルタ取り

 25 （火） ボウリング
 27 （木） 習字
 28 （金） 折り紙
 31 （月） 風船バレー

 3 （月） 歌謡コンサート
 8 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 9 （日） 母の日
 10 （月） 足湯
 11 （火） 書の会
 14 （金） 足湯

 17 （月） ボンボン体操
 18 （火） 理美容
 19 （水） 口腔・指先体操
 21 （金） 落語
 24 （月） ボンボン体操
 25 （火） ごぼう先生体操

 26 （水） 口腔・指先体操
 28 （金） 工作
 31 （月） ボンボン体操

 2 （日） シネマ
 5 （水） スタッフレク
 7 （金） 歌謡コンサート
 11 （火） 整膚
 12 （水） スタッフレク
 16 （日） お茶会

 19 （水） スタッフレク
 20 （木） 落語
 21 （金） お誕生日会
 23 （日） カラオケ
 25 （火） ドッグセラピー
 26 （水） スタッフレク

 30 （日） 手作りおやつ

 1 （土） 開設記念日
 3 （月） 旗揚げゲーム
 6 （木） 歌謡コンサート
 8 （土） 石川さんの健康体操
 10 （月） カラオケ
 11 （火） 習字

 15 （土） カレンダー作り
 17 （月） 第2回岩倉クイズ王大会
 19 （水） 競馬ゲーム
 20 （木） カレンダー作り
 21 （金） お誕生日会
 23 （日） 数字合わせゲーム

 24 （月） 落語
 26 （水） ボウリング大会
 27 （木） 28 （金） 壁面作り

 3 （月） 鵜沼カフェ
 4 （火） 歌謡コンサート
 5 （水） 菖蒲湯
 7 （金） 外気浴
 8 （土） カラオケ
 11 （火） 鵜沼カフェ
 12 （水） お誕生日会

 13 （木） 理美容
 15 （土） ハンドケア
 16 （日） カラオケ
 17 （月） 足湯
 18 （火） 鵜沼カフェ
 19 （水） カラオケ
 21 （金） お楽しみ食事会

 22 （土） 外気浴
 25 （火）26（水） 鵜沼カフェ
 27 （木） 落語
 28 （金） 生け花
 29 （土） カラオケ

●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・ゆうゆう喫茶
●工作あり

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操

●毎食前口腔体操

●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

●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

 2 （水） 脳トレ
 8 （火） ゆうゆうカフェ
 10 （木） 足湯
 11 （金） お誕生日会
   お楽しみ食事会
 13 （日） 家族会

 15 （火） 宮原ヘルパーレク
 18 （金） 歌謡コンサート
 20 （日） 父の日レク
 21 （月）～24 （木）七夕準備
25 （金） 体重測定レク
 29 （火） ボウリング大会

 8 （火） リズ美容室
 10 （木） お茶会
 16 （水） 詩吟
 18 （金） 歌謡コンサート
 20 （日） 父の日レク
 24 （木） カフェ南山

28 （月） 福理美
29 （火） お誕生日食事会

 2 （水） パズル
 4 （金） カラオケ
 7 （月） 脳トレ
 13 （日） 筆の会
 14 （月） 訪問理美容
 15 （火） 落語
 16 （水） カレンダー作り

 18 （金） カラオケ
 20 （日） 父の日
 21 （月） 絵手紙
 24 （木） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 25 （金） パズル
 26 （土） 歌暦
 28 （月） 脳トレ

 29 （火） 歌謡コンサート
 30 （水） お誕生日会

 2 （水） 貼り絵
 3 （木） ころばん体操
 4 （金） カラオケ
 6 （日） ぬり絵
 10 （木） 脳トレ
 11 （金） カラオケ

 12 （土） タオル体操 
 13 （日） トランプ
 16 （水） 風船バレー
 18 （金） お誕生日会・カラオケ
 19 （土） 風船バレー
 20 （日） 父の日・おやつレク

 21 （月） 訪問理美容
 26 （土） アレンジフラワー
 27 （日） カルタ
 28 （月） テーブルゲーム

 1 （火） きれいや理美容
 5 （土） 健康体操
 6 （日） DAM体操
 8 （火） 折り紙
 9 （水） 書の会
 12 （土） 体重測定

 13 （日） 映画の日
 15 （火） 歌謡コンサート
 16 （水） DAM体操
 17 （木） お誕生日会
 20 （日） 家族会
 21 （月） 折り紙教室

 26 （土） 体重測定
 27 （日） お茶会

 3 （木） DAM体操
 6 （日） 脳トレ
 10 （木） 喫茶 藤
 12 （土） 創作レク
 14 （月） お茶会
 15 （火） ドッグセラピー 

 16 （水） DAM体操
 19 （土） 喫茶 藤
 20（日） 脳トレ
 21 （月）～26 （土） 藤の湯
24 （木） お誕生日会
 27（日） 脳トレ

 28（月） 歌謡コンサート
 30（水） 喫茶 藤

 2 （水） ぬり絵
 4 （金） ゲーム
 5 （土） カラオケ
 8 （火） ゲートボール
 9 （水） トランプ
 11 （金） おやつ作り
 12 （土） カラオケ

 13 （日） 映画・父の日
 16 （水） ぬり絵 
 17 （木） 歌謡コンサート
 18 （金） ボール遊び
 22 （火） トランプ
 23 （水） もとしおキッチン
 25 （金） カラオケ

 26 （土） カレンダー作り
 27 （日） 映画
 28 （月）29（火）七夕飾り
 30 （水） カラオケ大会

 1 （火） ぬり絵
 2 （水） ごぼう先生体操
 4 （金） 玉蹴り
 7 （月） カルタ取り
 8 （火） 折り紙
 9 （水） ボウリング
 10 （木） 習字
 11 （金） 歌謡コンサート

 13 （日） お誕生日会
 15 （火） 小牧温泉
 17 （木） 魚釣り
 18 （金） 風船バレー
 19 （土） カラオケ
 21 （月） 玉蹴り
 22 （火） ぬり絵
 23 （水） ボウリング

 24 （木） カルタ取り
 25 （金） 習字
 27 （日） カレンダー作り
 28 （月） 風船バレー
 29 （火） 折り紙

 1 （火） ごぼう先生体操
 7 （月） 歌謡コンサート
 8 （火） ごぼう先生体操
 9 （水）11（金）ハンドケア
 12 （土） 柳ヶ瀬カフェ
 14 （月） 書の会

 15 （火） 理美容
 16 （水） ボンボン体操
 20 （日） 父の日
 21 （月） ボンボン体操
 22 （火） ごぼう先生体操
23 （水）25（金）ボンボン体操

 28 （月） 工作
 29 （火） ごぼう先生体操
 30 （水） 口腔・指先体操

 2 （水） スタッフレク
 6 （日） 稲沢シネマ
 8 （火） 整膚
 9 （水） スタッフレク
 13 （日） お茶会
 16 （水） スタッフレク

 18 （金） お誕生日会
 20 （日） カラオケ
 23 （水） スタッフレク
 27 （日） 手作りおやつ
 30 （水） スタッフレク

 1 （火） 魚釣りゲーム
 3 （木） 歌謡コンサート
 4 （金） ごぼう先生体操
 7 （月） ボウリング
 8 （火） 数字合わせゲーム
 9 （水） 習字
 10 （木） お茶会

11 （金）12（土） カレンダー作り
 14 （月） 第3回岩倉クイズ王大会
 15 （火） 石川さんの健康体操
 19 （土） 数字合わせゲーム
 21 （月） ごぼう先生体操
 22 （火） ドッグセラピー
 23 （水）24（木）壁画作り

 28 （月） 石川さんの健康体操
 29 （火） 紙ずもう
30  （水） カレンダー作り

 1 （火） 歌謡コンサート
 4 （金） 鵜沼カフェ
 9 （水） お誕生日会
 10 （木） カラオケ
 12 （土） ハンドケア
 13 （日） カラオケ

 15 （火） 鵜沼カフェ
 16 （水） カラオケ
 18 （金） お楽しみ食事会
 19 （土） カラオケ
 22 （火） ドッグセラピー
 24 （木） 生け花

 28 （月） カラオケ
   鵜沼カフェ

●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・DAMM体操
●カラオケ・エルダー・ゆうゆう喫茶
●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
●毎週火・金曜健康体操

●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
●毎日エルダー体操

●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 



第9次中長期経営計画
Advance Growth（前進・成長） 令和3年設立第18期

Human　resource development 
(人財育成・発展）の年のスタートにあたって 第18期 事業所別事業方針

『こんな事業所にしていきたい』
真永グループ代表　千葉 専司
　ジィトップは設立18期をスタートしました。事業所名は、ゆうゆう倶楽部
から、前年4月より『ゆうゆう未来館』に変更させて頂きました。名実ともに、
ご入居者様の皆様の第３の人生のご長寿と健康の維持、生活の安全、安心を基
本に医療の定期健診と適度な運動、高齢者向けの食事の提供に更に努力を積み
重ねて参る考えです。
　尚、本年は人財育成発展の年に全事業所、全職員がご利用者様のご長寿とご
健康を第一に質の高いチームケアの実現を目指して参ります。数々の会社行事
であります、基本実務スタート研修、家族会、事業所内部監査、まごころ介護
事例発表会、役職別研修、資格別研修、自立研修等の内容充実を図り、目標に
向かって団結して進んで参りましょう。

株式会社ジィトップ　代表取締役　千葉 護征
　日頃より当社介護業務へのご理解ご協力大変にありがとうございます。昨年
からの社会状況の中で、私たち介護に携わる職員たちは、自身の仕事の存在意
義や意味について考えることがたくさんありました。そして、本当に必要な仕
事なのだと実感し、その責任と使命の重さを感じ続けた年でした。まだ先の見
えない時が続きますが、利用者様とご協力頂いているご家族様と、そして職員
の皆と共に、この大きな試練を乗り越えていきたいと思います。本年も大変に
お世話になりますが、皆で力を合わせて頑張りましょう！！

株式会社ジィトップ　取締役　今村 ルミ子
　18期も介護職員の処遇改善や、職場環境の改善に向けた取り組みの推進を
視野にして、介護人材のキャリアアップに繋がる活動を継続致します。ゆうゆ
う未来館で、ゆうゆう自適に健康寿命を延ばして頂く為の介護度軽減と笑顔で
生活して頂きます。

株式会社ジィトップ　経営企画室　介護統括部長　井上 幸則
　平素は、当社事業所運営にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。今年
度は人材に焦点をあてる年としていますが、人材育成に於いて、私達が望ましい
人材像をどのように考えるかは重要だと思います。特に価値観が多様化する中
で、より良い介護を提供する組織を目指す上では、役割に関わらず、幅広い視野
でより良い方法を検討し、柔軟に相手に提供できる人材像が想定されます。その
ようなスタッフが育ち活躍できる環境に、リーダーや組織が大きな影響を与える
ことを十分に認識し、取り組みを進めていかなければならないと考えております。

居宅介護支援事業所　ジィトップ　所長
小笠原 陽子
『きめ細やかなケアマネジメント』
本年度、居宅介護支援事業所は、利用者様個別の状況を考慮し
た視点で、コロナ禍で求められる、より、きめ細やかなケアの
マネジメントが行えるよう確認すべき点、報告すべき事を整理
し、ご利用者様、ご家族様、ケアチームにアプローチする事で、
ご利用者様の生活の質が維持して頂けるよう努めて行きます。

ゆうゆう未来館南山　管理者
徳弘 匡良
『安心・安全な住宅』
私達は、ご入居様の健康を一番に考え、ウイルスを持ち込まない為に最大限
の対策を行い、細心の注意を払いながらスタッフ一同力を合わせながら信
頼にお応えできるように努めていきます。コロナ禍でも住宅内でできるレ
クリエーションなどを充実させ「ゆうゆう未来館南山」に住んで良かった
と思って頂けるサービスを提供できるように誠心誠意努力していきます。

ゆうゆう未来館各務原　管理者
小森 由典
『自分らしさを大切に』
ご利用者様の第三の人生を、より輝いたものにして頂く為にもご利用者
様ご自身が出来る事・意思・自己決定を尊重し、その人らしい生活を送
れるよう支援をさせて頂き、『ありがとう』の感謝の言葉と笑顔を忘れる
事なく、優しい言葉がけや対応を心掛け、小さな気づきも情報交換し、
チームケアで安心・安全・希望ある介護を職員全員で行ってまいります。

ゆうゆう未来館藤が丘　管理者
平林 武
『御利用者様に感謝し、自己成長する！！』
私たちは日々、ご利用者様から学び、成長をさせて頂いております。
日常生活を直接見て、聞いて触れる職種は介護職員である私達であ
り、自分から関わりを持つことで自分自身の揺るぐことなき経験と
成長が出来ています。今年はより、笑顔で暮らせる明るい日常生活
を思案し、実践して、感謝の気持ちを日々届けてまいります。

ゆうゆう未来館小牧　管理者
石田 将康
『〔一期一会〕を大切に』
ゆうゆう未来館小牧開設から、10年目を迎えることが出来ま
した。ご利用者様と多くの忘れられない出会いを経験させて頂
きました。今この時の一瞬の出会い、介護の瞬間が、職員と利
用者様とのかけがえのない出会い「一期一会」この言葉を噛み
締めながら、またこの一年を大切に過ごしていきたいです。

ゆうゆう未来館稲沢　管理者
中村 駿介
『人は財』
前年度は新人スタッフが増え、介護技術・知識等を指導
し、成長していく姿を見てきました。成長してもらえた
ころが素直に嬉しいです。今後もまだ、学んでいくこと
に前向きに取り組んでもらえるようにチーム・仲間とし
て支え、人が育つ事業所づくりを目指していきます。

ゆうゆう未来館鵜沼　管理者
千葉 護征
『感謝』
介護の仕事をして利用者様に教えて頂いたこと。挨拶をすること、人の
話しを聴くこと、自分がされて嫌なことは、人にはしないこと。今年度
も仕事を通して自身の人生を豊かにして下さっている利用者様に感謝し
て、生活を支えるお手伝いをさせて頂きたいと思います。このような機
会を与えて下さった、利用者様、ご家族様にあたらめて感謝致します。

ゆうゆう未来館春日井　管理者
内藤 勝幸
『私達の道程』

みちのりみみみちのちのちのりりり

私達ケアネットリゾン春日井は、18年目に入りま
した。新型コロナウイルス感染症問題が続く中、最
優先で感染防止対策を実行していきます。私達は、
マスクを外せる日が訪れることを信じ、満面の笑顔
を準備しておきます。

ゆうゆう未来館鳴海　管理者
高木 清隆
『笑顔の先の喜びを求める』
本年度ケアネットリゾン鳴海の事業所方針を『笑顔の先の喜び
を求める』と掲げます。私達が安心・安全なご利用者様の生活
を支える為に、職員全員が前向き、助け合い、支え合い協力し、
ご利用者様が笑顔で毎日を過ごせ、「ゆうゆう未来館鳴海で暮ら
せてよかった」と心からの喜びの声が頂ける様にしていきます。

ゆうゆう未来館三好　管理者
横沢 麻理香
『毎日が勉強』
利用者様、ご家族様、そしてスタッフ皆に支え、支えられ、新年度は事
業所として14年目に入ります。本年もいつも私たちに沢山のエネル
ギーを下さる利用者様方の為に、より添い、考え、皆で心を尽くし、業
務に取り組んでいきたいと思います。そして全員で成長できる1年とし
て進んで参ります。大変にお世話になりますが宜しくお願い致します。

ゆうゆう未来館もとしお　管理者
竹山 有
『チームケアを極めよう』
ゆうゆう未来館もとしおは、第18期の事業所方針を
『チームケアを極めよう』にしました。その為に、
「コール対応は自分から」など5つのキーワードを掲げ
ました。5つのキーワードを胸に刻みながら、日々の
業務に取り組み、笑顔あふれる事業所にしていきます。

ゆうゆう未来館柳ヶ瀬　管理者
野々村 広平
『安全安心。いつも笑顔を添えて』
第18期、ケアネットリゾン柳ケ瀬の事業所方針は
『安全安心。いつも笑顔を添えて』と定めました。
安全と安心、介護業界でなくともしばしば聞かれる
この言葉に、私達ケアネットリゾン柳ケ瀬は10周
年目を迎えて改めて挑戦をします。

ゆうゆう未来館岩倉　管理者
野田 裕二
『笑顔溢れる事業所に』
このような時代だからこそ、チーム一丸となり、ご利用
者様へ笑顔を届けて参りたいです。我々が明るく・元気
に笑顔でご利用者様に接すれば、きっと喜んで頂けるは
ずです。ご利用者様が喜んで頂ける事を今までよりも多
く提案して実施して参りたいと考えております。
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車椅子を使用しない生活を目指して頑張ります。

施設で楽しく過ごさせて頂いているので、本人も気持ちが明るく
なって良くなったかと思います。ありがとうございます。

介護度が軽くなった
ご利用者様

ご本人様

ご家族様

ゆうゆう未来館小牧　O様　要介護3⇒要支援2

脱!!「折り紙」今回は、
フエルトを使用し鯉のぼりを作りました。ご利用者様
は「どの色にしようかしら？」と色の組み合わせを考
えて選びます。ここでも、個性がキラリ☆彡ご利用者
様のお部屋で、可愛い鯉は賑やかに泳いでいます。

近くの公園にグループでお花見に出かけました。 とっても桜
が綺麗で見とれてしまいました。コロナウイルス感染症の
為に春の行楽は行けませんでしたが、近くの公園でもエン
ジョイ出来ました。

今年はコロナ禍の為、
残念ながら鶴舞公園でのお花見は中止となりましたが、食
堂に桜の木の飾りを作成し、桜の形のお饅頭と緑茶で音楽
を聴きながら花より団子？のんびりとした時間を楽しんで
頂きました。27名の方が参加されました。

手作り桜のトンネルは満開です！ご利用者様は「キレイだね」
と見上げて感激して下さいました。昼食のお寿司を召し上が
られた後は、桜の花びらの入った風船でバレーをしました。
歓声を上げながら体を動かし、最後は花吹雪が舞い、沢山の
笑顔が見られて私達スタッフも嬉しかったです。

ゆうゆう未来館柳ケ瀬では『命』という花が咲きあふれている春を迎え
ました。令和3年3月27日　満１０１歳になられたご利用者様を囲み記
念撮影！長生きの秘訣は「長生きしようと神経質にならない事」と一升
瓶を抱え笑顔です!(^^)!１０２回目の春を一緒に笑い過ごしましょうね。 
      

施設の隣で大根や人参、スイカなど栽培しています。ビタ
ミンCやカロテン、ビタミンEと栄養もあるツクシをご利用
者様と採ってきて、袴を除く下ごしらえをしました。夕食
は、卵とじにして（ 春 ）を感じて頂きました。

春を意識して、桜色のタオルを持って体操です(^^♪　設
立一年がたち、イベントも活気が溢れてきました。手も足
も上がる上がる～「無理しないで下さいよ」の声なんて届
きません（笑）そんな姿を見ていると嬉しくなります。

第1回 岩倉クイズ王選手権が開催されました。ご利用者様は初めての
イベントで戸惑いながらも、盛り上がっていました。金賞・銀賞・銅賞を
狙って真剣です。第2回…第3回とこれからも続けていこうと思いま
す。スタッフも一緒に挑戦です(^^)/     
   

毎月のイベントの1つに、カレンダー作りがあります。次の
月のカレンダーをご利用者様ご自身が作成するのですが、
季節の絵にきれいに色塗りをしてオリジナルカレンダーの
出来上がりです。居室もとても可愛くなっています。

毎年、この時期になると、ご利用者様も楽しみにしていらっ
しゃるいちご狩りにお出掛けするのですが、今年は、鯉の
ぼりを作成したり菖蒲を作ったりしました。きれいに出来
たので玄関に飾り皆さんと一緒にハイポーズ！

沢山、イベントがある中で、どのイベントも魅力的な
のですが、可愛いワンちゃんたちが遊びにきてくれる
ドッグセラピーは、自然と笑みがこぼれます。犬との
ふれあいを通じて心身ともリラックスできる時間です。

施設近辺の公園へ、小グループずつお花見へ出かけました。
皆様、春の季節を感じつつ、会話にも花が咲き、笑顔も満
開でした。
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春日井

小 牧

稲 沢

鵜 沼

鳴 海

三 好

南 山

もとしお

柳ヶ瀬

岩 倉

各務原

藤が丘

ゆうゆう

車椅子を使用しない生活を目指して頑張ります。

施設で楽しく過ごさせて頂いているので、本人も気持ちが明るく
なって良くなったかと思います。ありがとうございます。

介護度が軽くなった
ご利用者様

ご本人様

ご家族様

ゆうゆう未来館小牧　O様　要介護3⇒要支援2

脱!!「折り紙」今回は、
フエルトを使用し鯉のぼりを作りました。ご利用者様
は「どの色にしようかしら？」と色の組み合わせを考
えて選びます。ここでも、個性がキラリ☆彡ご利用者
様のお部屋で、可愛い鯉は賑やかに泳いでいます。

近くの公園にグループでお花見に出かけました。 とっても桜
が綺麗で見とれてしまいました。コロナウイルス感染症の
為に春の行楽は行けませんでしたが、近くの公園でもエン
ジョイ出来ました。

今年はコロナ禍の為、
残念ながら鶴舞公園でのお花見は中止となりましたが、食
堂に桜の木の飾りを作成し、桜の形のお饅頭と緑茶で音楽
を聴きながら花より団子？のんびりとした時間を楽しんで
頂きました。27名の方が参加されました。

手作り桜のトンネルは満開です！ご利用者様は「キレイだね」
と見上げて感激して下さいました。昼食のお寿司を召し上が
られた後は、桜の花びらの入った風船でバレーをしました。
歓声を上げながら体を動かし、最後は花吹雪が舞い、沢山の
笑顔が見られて私達スタッフも嬉しかったです。

ゆうゆう未来館柳ケ瀬では『命』という花が咲きあふれている春を迎え
ました。令和3年3月27日　満１０１歳になられたご利用者様を囲み記
念撮影！長生きの秘訣は「長生きしようと神経質にならない事」と一升
瓶を抱え笑顔です!(^^)!１０２回目の春を一緒に笑い過ごしましょうね。 
      

施設の隣で大根や人参、スイカなど栽培しています。ビタ
ミンCやカロテン、ビタミンEと栄養もあるツクシをご利用
者様と採ってきて、袴を除く下ごしらえをしました。夕食
は、卵とじにして（ 春 ）を感じて頂きました。

春を意識して、桜色のタオルを持って体操です(^^♪　設
立一年がたち、イベントも活気が溢れてきました。手も足
も上がる上がる～「無理しないで下さいよ」の声なんて届
きません（笑）そんな姿を見ていると嬉しくなります。

第1回 岩倉クイズ王選手権が開催されました。ご利用者様は初めての
イベントで戸惑いながらも、盛り上がっていました。金賞・銀賞・銅賞を
狙って真剣です。第2回…第3回とこれからも続けていこうと思いま
す。スタッフも一緒に挑戦です(^^)/     
   

毎月のイベントの1つに、カレンダー作りがあります。次の
月のカレンダーをご利用者様ご自身が作成するのですが、
季節の絵にきれいに色塗りをしてオリジナルカレンダーの
出来上がりです。居室もとても可愛くなっています。

毎年、この時期になると、ご利用者様も楽しみにしていらっ
しゃるいちご狩りにお出掛けするのですが、今年は、鯉の
ぼりを作成したり菖蒲を作ったりしました。きれいに出来
たので玄関に飾り皆さんと一緒にハイポーズ！

沢山、イベントがある中で、どのイベントも魅力的な
のですが、可愛いワンちゃんたちが遊びにきてくれる
ドッグセラピーは、自然と笑みがこぼれます。犬との
ふれあいを通じて心身ともリラックスできる時間です。

施設近辺の公園へ、小グループずつお花見へ出かけました。
皆様、春の季節を感じつつ、会話にも花が咲き、笑顔も満
開でした。

03 04






