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 2 （水） 開設記念行事
 3 （木） 脳トレ
 8 （火） ボウリング
 11 （金） ゆうゆうカフェ
 15 （火） くるみん

18 （金） ビューティサロン
 20 （日）クリスマス会
21 （月） 歌謡教室
 24 （木） 体重測定
 27（日） 蕎麦打ち

 8 （火） リズ美容室
10 （木） お茶会
 23 （水） 詩吟
 24 （木） カフェ南山
 26 （土） 歌謡教室

 28 （月） 福理美
 29（火） お誕生日食事会

 3 （木） カレンダー作り
 5 （土） 牛乳パックジェンカ
 7 （月） 訪問理美容
 9 （水） 脳トレ
 10 （木） 鳴海喫茶
 12 （土） 歌謡教室

 14 （月） 間違い探し
15  （火） 落語
17  （木） 牛乳パックジェンカ
19  （土） 絵手紙
 20 （日） 落語
22 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

24 （木） クリスマス会
26 （土） 脳トレ
28 （月） お誕生日会
29 （火） 鳴海喫茶

 4 （金） カラオケ
 5 （土） 貼り絵
 6 （日） ぬり絵
 7 （月） 貼り絵
 10 （木） 脳トレ
 12 （土） 貼り絵
13 （日） トランプ

14 （月） 歌謡教室
15 （火） ドッグセラピー
16 （水） 貼り絵
18 （金） 誕生日会　カラオケ
 19 （土） アレンジフラワー
20 （日） かるた
 21 （月） 訪問理美容

24 （木） クリスマス会
25 （金） カラオケ
26 （土） お茶会
27（日）風船バレー
30（水）年忘れ会

 1 （火） きれいや
 3 （木） ノーブル理美容
 6 （日） 年賀状作成
 12 （土） お茶会
 13 （日） 脳トレ

 14 （月） 折紙教室
 17 （木） 誕生日会
 20 （日） X’mas会
22 （火） ドッグセラピー
 25 （金） 歌謡教室

 27 （日） カラオケ

 5 （土） 脳トレ
 8 （火） 喫茶 藤
12  （土） 脳トレ
 14 （月） お茶会
　　　 藤の湯

 19 （土） 脳トレ
　　　 藤の湯
 21 （月） 喫茶 藤
 22 （火） 理美容・ドッグセラピー
 23 （水） 理美容

 24 （木） お誕生日会
 27 （日） 藤の会
 28 （月） 歌謡教室
 30 （水） 創咲レク
 31 （木） 年忘れ会

 3 （木） トランプ
 5 （土） 棒体操
 6 （日） 映画
 7 （月） ゲーム
 10 （木） トランプ
 11 （金） 折紙
 12 （土） おやつ作り

 13 （日） 映画
 17 （木） 歌謡教室
 18 （金） ゲーム
 20 （日） 映画
 21 （月） 貼り絵
 23 （水）トランプ
 24（木）ケーキ作り

 25（金）クリスマス会
 26（土）カレンダー作り
 28（月）脳トレ
30（水）大掃除
31（木）カラオケ大会

 2 （水） 小牧温泉
 3 （木） お茶会
 4 （金） 玉蹴り
 7 （月） 防災訓練
 8 （火）～10（木）干支作り
 11 （金） 歌謡教室
 12 （土） カラオケ

 13 （日） 誕生日会
14  （月） 風船バレー
 15 （火） 小牧カフェ
 16 （水） 折り紙
 18 （金） 習字
 21（月）小牧温泉（ゆず湯）
22（火）～24（木）しめ縄作り

25（金）クリスマス会
27（日）カレンダー作り
28（月）ボウリング
29（火）ドッグセラピー
30（水）小牧温泉
31（木）紅白歌合戦

 7 （月） 歌謡教室
 8 （火） ごぼう先生体操
 9 （水） 足湯
11  （金）ごぼう先生体操
12  （土） 柳ヶ瀬カフェ　　
 14 （月） 書の会

15 （火） 理美容・ドッグセラピー
16 （水） ハンドケア
 21 （月）ぽんぽん体操
 22 （火）ごぼう先生体操
 23 （水） クリスマス会
21 （月）～23（水）ゆず湯

 25 （金） ごぼう先生体操
 28 （月） 工作
 29 （火） ごぼう先生体操
 30 （水） ぽんぽん体操

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

 13 （日） カラオケ
 16 （水） スタッフレク
 18 （金） 誕生日会
20 （日）お茶会
 23 （水） スタッフレク

 27 （日） 手作りおやつ
 29 （火） ドッグセラピー
 30 （水） スタッフレク

 2 （水） お茶会
 3 （木） 歌謡教室
 7 （月） 脳トレ
 8 （火） 折り紙
 9 （水） 風船バレー
 10 （木） ゆうゆうカフェ
 11 （金） 競馬

 12 （土） カラオケ
 14 （月） 石川さんの健康体操
15  （火）ぬり絵
 16 （水） 習字
17  （木）ゲーム色々
18（金）お誕生日会
19（土）ボウリング

21（月）・22（火）壁面作り
24（木）・25（金）クリスマス
28（月）石川さんの健康体操
29（火）・30（水）カレンダー作り
31（木）おおみそか

 1 （火） 外気浴
 2 （水）・3（木）鵜沼カフェ
 4 （金） カラオケ
 7 （月） 体操
 8 （火） 外気浴
 9 （水） 鵜沼カフェ
10（金）歌謡教室

11（金）カラオケ
12 （土） うたの日
14（月） 体操
15（火） 外気浴
 16（水） 鵜沼カフェ
18（金）カラオケ
 19（土）うたの日

21（月）体操
22（火）外気浴
23（水）クリスマス会
 28（月）体操
29（火）外気浴
 30（水）年忘れ会

●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・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　●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
●毎日エルダー体操 9：00～

●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

コロナ渦の中,、皆様方の多大なるご協
力ありがとうございます。皆様のご協力
によりゆうゆう未来館では、現在まで一
人も感染者を出す事無く経過する事が
出来ております。ありがとうございま
す。さて、2021年度は3年に1度の介護
報酬の見直しが業界内で注目し始め、
ケアマネジャー向けの研修会等が始
まっております。詳細など決まりました
ら書面等でご連絡していきます。今後も
ご指導賜ります様にお願い致します。

介護サービス委員会 平林 武

秋も深まり、過ごしやすい季節になり
ました。コロナウィルスに関しても、全
事業所は引き続いて注意して対応をし
てまいります。その中でも施設で楽し
く過ごしていただくように工夫したレ
クリエーションをおこなっています。ぜ
ひ”ゆうゆう未来館”のサイトにアクセ
スし、各施設のブログから御入居者様
の笑顔を拝見して下さい。宜しくお願
い致します。

居宅介護支援事業所ジィトップ 田嶋 麻衣子

「あんた、誕生日はいつ？」退院してきた利用者様より突然聞かれました。「〇月〇日です。」と答えると
おもむろに365日の花言葉が載っているノートから私の誕生花を調べてくださいました。「シダレザク
ラだね、花言葉は優美。」「私にはもったいない言葉ですよ。」と返すと、「そんなことない、あんたの心
は優美だよ。退院の世話もしてくれて、いつもありがとう。この花言葉はよく当たる。ここの職員の●
●さんはひまわりで『光輝』。そうでしょ？！」確かにその職員さんはひまわりのような人なのです。続け
て入院中お世話になった看護師さんやリハビリの先生の誕生日と誕生花を教えてくださり、「何にも
お礼はできんけど、一言ずつ書いて、花の絵を貼って送ろうと思っている。」と今まで見たことのない
ような笑顔でお話しされていたのがとても印象的でした。「それはいいアイデアですね、きっと病院の
方たちも喜ばれると思いますよ。」日々利用者様とお話をさせていただく中で嬉しい話ばかりではな
いのですが、日当たりのよい居室で、心温まるお話をできたことは私の心の肥やしになりました。ケア
マネをはじめて丸2年。大変なことが多いですが、面白さも感じている今日この頃です。

 2 （月） くるみん
 3 （火） 映画
 5 （木） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 10 （火） ゆうゆうカフェ
12 （木） カードゲーム

13  （金） 誕生日会
 16 （月） 歌謡教室
 17 （火） ドッグセラピー
 20 （金） 松田ヘルパーレク
 22 （日） マジック

23 （月） 風船バレー
24 （火） 体重測定レク
 27 （金） やきいも大会

 
 5 （木） マジック
 10 （火） リズ美容室
 12 （木） お茶会
 17 （火） ドッグセラピー
 19 （木） カフェ南山

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

 3 （火）カレンダー作り 
 5 （木） 脳トレ
 8 （日） 牛乳パックジェンカ
12 （木） 訪問理美容
14 （土） 歌謡教室

16 （月） 絵手紙
18 （水） 脳トレ
21 （土） 牛乳パックジェンカ
23 （月） 間違い探し
24 （火） ドッグセラピー

25 （水） お誕生日会
28 （土） 鳴海喫茶

 1 （日） ぬり絵
 2 （月） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 5 （木） 脳トレ
 7 （土） テーブルゲーム
 8 （日） かるた
 9 （月） 歌謡教室
12 （木） 脳トレ
14 （土） 風船バレー

15 （日） トランプ
16 （月） 脳トレ（計算）
18 （水） 訪問理美容
19  （木） 脳トレ
20 （金） 誕生日会
21 （土） アレンジフラワー
22 （日） 風船バレー
24（火）落語

25（水）脳トレ（漢字）
28（土）お茶会
29（日）かるた
30（月）迷路

 3 （火） きれいや理美容
 5 （木） ノーブル美容
11 （水） 整膚
 15 （日） 脳トレ
 18 （水） 折紙

 19 （木） 誕生日会
 22 （日） 健康体操
 23 （月） 書の会
 27 （金） 歌謡教室
 29 （日） お茶会

 3 （火） 喫茶 藤
 4 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 5 （木） マジック
 7 （土） 脳トレ
 10 （火） 喫茶 藤
 14 （土） 脳トレ

 16 （月） お茶会   
　　　  藤の湯
 18 （水） 創咲レク
 21 （土） 藤の湯
 23 （月） 歌謡教室
 24 （火） 理美容

 26 （木） お誕生日会
28 （土） 喫茶 藤
 29 （日） 藤の会

 3 （火） ぬり絵
 4 （水） トランプ
 5 （木） 棒体操
 7 （土） 舞打音
 9 （月） 折紙
 10 （火） ゲーム
 11 （水） トランプ

12  （木）ヴァイオリン&ピアノ演奏会
14  （土） 屋上散歩
 17 （火） ゲーム
 18 （水） 脳トレ
 19 （木） 歌謡教室
 20 （金） 棒体操
 21 （土） 貼り絵
24 （火） ドッグセラピー

 26 （木） 折紙
 27 （金） カレンダー作り
 28 （土） トランプ
29 （日） 映画

 3 （火） 折り紙
 4 （水） 小牧温泉
 5 （木） お茶会
 6 （金） 玉蹴り
 8 （日） 誕生日会
 9 （月） 風船バレー　
 10 （火） 習字
 11 （水） ボウリング

 13 （金） 歌謡教室
 16 （月） ぬり絵
 17 （火） 落語
19  （木） 玉入れ
 20 （金） ちぎり絵
22 （日） マジック
 23 （月）～26（木）ツリー作り
24 （火） カラーサンド

26 （木） 小牧温泉
 27 （金） スリッパ飛ばし
 29 （日） カレンダー作り

 2 （月） 歌謡教室
 9 （月） 書の会
 10 （火） ごぼう先生体操
 11 （水） 足湯
 13 （金） ごぼう先生体操

14  （土） 柳ヶ瀬カフェ
 16 （月） ぼんぼん体操
 17 （火） 理美容
 18 （水） ハンドケア
 24 （火） 落語

 25 （水） ぼんぼん体操
27 （金） 工作
30 （月） ぼんぼん体操

 4 （水） スタッフレク
 6 （金） 歌謡教室
 8 （日） シネマ
 10 （火） 整膚
 11 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 15 （日） カラオケ
 17 （火） 落語
 18 （水） スタッフレク
 20 （金） 誕生日会
 22 （日） お茶会

 25 （水） スタッフレク
 29 （日） 手作りおやつ
 

 3 （火） ボウリング
 4 （水） ごぼう先生体操
 5 （木） 歌謡教室
 6 （金） 石川さんの健康体操
 7 （土） 風船バレー
 9 （月） ぬり絵
 10 （火） バランスゲーム
 11 （水） ゲーム色々

 13 （金） 折り紙
14  （土） 競馬
 16 （月） 数字合わせゲーム
 17 （火） 旗揚げゲーム
 18 （水） 落語
19  （木） カラオケ
20 （金） 誕生日会
21 （土） 習字

23 （月）・24（火） 壁面作り
26 （木）ごぼう先生体操
 27（金）お茶会
28（土）カレンダー作り

 2 （月） 体操
 3 （火） 外気浴
 5 （木） 足湯
 6 （金） カラオケ
 9 （月） 体操　今月の体操
 10 （火） 外気浴
 12 （木） 歌謡教室

 13 （金） カラオケ
14  （土） うたの日　今月の歌 
17  （火） 外気浴
18 （水） 落語
20 （金） カラオケ
21 （土） うたの日　今月の歌
23（月） 体操　今月の体操

24 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
26 （木） カラオケ
27 （金） うたの日　今月の歌
29 （日） 体操

●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
●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
●毎日エルダー体操 9：00～

●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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鳴 海

三 好

もとしお 柳ヶ瀬

岩 倉

南 山

好例の秋の運動会。紅白に分かれて輪になっ
て玉入れ・ボール送りを競っていました。皆
さん真剣な眼差しで声をあげながら楽しんで
下さいました。

元気のよい選手宣誓から各務原運動会がスター
トしました社協で借りたわっか送り、点鳥ルー
レット、玉入れ、パン食い競争と競技が始まり
ました。ご利用者様のパワーにスタッフの方が
ハラハラドキドキしましたが、たくさん笑って
楽しく過ごして頂けて嬉しかったです。

三好では、コロナウイルスに負けない身体作り
をしています。よく食べ、よく体を動かしそし
てよく笑うことを心掛け、お天気のいい時は外
気浴をして心の健康、体の健康のために少しレ
クリエーションを増やしてご利用者様とのコ
ミュニケーションを大切にしています。

今年の敬老祝賀会はご長寿のご利用者様に着物を着て頂
きました。とてもよく似合っているでしょ ̃(^^♪畑中ス
タッフが「コロナ感染予防として長生きをしてほしい」
との願いを込めてお一人3枚ずつその方に似合う柄でマ
スクを手作りしてプレゼントさせて頂きました。いつも
元気でいて頂けるように私達スタッフは頑張ります！

身体を動かしたり、大きな声で応援したり、スタッ
フと共に終始笑顔で今年も運動会を開催することが
できました。恒例の職員による綱引きには、とても
大きな歓声が上がり、終わった後に『楽しかった！
運動会大好き！』とご利用者様に喜んで頂けたこと
がスタッフ一同嬉しい気持ちでいっぱいです。

ご利用者様が飾りつけを作って下さり運動会がスタートしまし
た。お二人の力強い選手宣誓に続いてパン食い競争、借り物競
争、やる気満々オーラが凄くて、周囲がヒヤヒヤするほどの中、
筒通しリレー、ラストはスタッフによる風船割、お尻でなかな
か割れない予定でしたが一発で割れるという想定外な事がおこ
り立派なお尻に感謝しました。優勝は赤組でした。

2020年に開催予定だった東京五輪を応援する
ことを楽しみにされていた利用者様が多かった
為、柳ヶ瀬ではオリンピックを開催しました。
利用者様は選手になり応援される側に、スタッ
フは応援する側に、どちらも金メダルを目標に
心を一つにして励む姿は輝いていました。

秋の運動会を開催しました。南チーム＊北チームに分か
れ、ボール入れゲーム、ボール送りゲーム、風船落とし
ゲームとどなたでも参加できる運動会に普段のご様子か
ら想像できないくらいご利用者様は、エネルギッシュで
運動会を楽しんでいらっしゃいました♥　よく動き、よ
く笑い、ほどよい疲れは心地よかったです！！

第4回の敬老祝賀会は、皆様と美味しい食事
をしながらいろんなお話をさせて頂きまし
た。話している中でご利用者様の気持ちを感
じたり毎日の生活に満足して下さっているの
かと、確認させて頂ける寄り添える時間を過
ごさせて頂きました。

初めての敬老会に胸ワクワク（実際はドキドキ）しなが
ら一件おとなしく見える？スタッフの芸達者なこと…♪
おてもや～ーん あんたこの頃嫁いりしたではないかいな
♪と歌いながら踊っているとご利用者様もいつの間にか
立ち上がり一緒に踊り出し、食堂スペースがダンスホー
ルに変わり、めちゃくちゃ元気いっぱいの鵜沼です!(^^)!

牛乳パックジェンカですが、記録更新にご利用者様は
頑張っています。99歳のご利用者様は55段（ご自分
の背より高い）積み上げました。積むときのバランス
が難しくそれでもご利用者様は楽しんでいて、特に崩
れるときの“ああああ  ・・・”は皆さん合唱となって
います。鳴海のご利用者様の集中力は世界一です(^^)/

毎年、秋の大運動会は、前の公園をお借りし
て青空のもと開催していましたが、今年は室
内で行いました。それでも、ご利用様は、赤
勝て～　白勝て～　と部屋中響き渡る声援を
受けてエネルギッシュな大運動会に心弾みま
した!(^^)!

各事業所で行われているAED講習&避難訓練

令和２年度上半期

秋のイベント

利用者様の日々の生活が
季節に合わせて
笑顔いっぱいで
紹介しています。

ゆうゆう
未来館

ブログはこちら
から！

各事業所では、定期的に年2回、避難訓練や救命（ＡＥＤ）講習等をおこなっています。　稲沢では、車椅子以外は非常階段を使い玄関外まで
スタートから９分でした。慌てることなく落ち着いて誘導しました。こうした訓練はとても大切ですね。

スタッフリレー ゆうゆう未来館 三好　　小島宏邦
私は今【釣り】にはまってます。釣りと言っても、愛知県周辺ではなかなか大物が釣れるような場所はありませんが、
仕事帰りや休日1.2時間ぶらりと行ける近所の川や名古屋港で釣りをしています。名古屋港周辺ではクロダイやシー
バスと言われる魚が沢山いまして楽しませてもらってます。名古屋は、釣り人口も多く魚もスレてしまって釣れない
ことも多いのですが、夜釣りの時は名古屋港の景色がきれいで釣果も忘れとても癒されます。コロナが流行り、3密、
外出を避けるように言われている今、釣りはある程度人との距離があり、外の空気を満喫でき気分転換にもなります 。
本社の人とはLINEでお互いの釣果を報告し合ってます（私が完全に負けてますが…。）いつかはランカーと言われる
ような大きな魚を釣り、自慢したいと思ってます。次は岩倉の野田所長にバトンタッチしたいと思います。
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令和2年度　上期
＊入居率
＊利益単価
＊経費比率
＊家族会（リモート）
＊内部監査 

令和2年度　上期総合順位

８賞
事務所 CS賞 スマイル賞 クレーム0賞 シフト100賞 チームケア賞 新人賞 フロント賞 リハビリサポート賞
春日井 丸山幸子 佐々由奈 松本　健 宮原信孝 林　真也

七夕ドリナ 里見和子 松田ジュリー
南山 小林章子 窪田マリア 児玉一成 西岡里実 後藤カロリナ 永井澄恵 服部憲枝
鳴海 赤間美穂 日髙智恵子 藤目藤子 湊　俊治 川瀬正恵 村松敬介 平野邦明 青木重信
各務原 楢谷ちど里 岩井マリア 澤井美樹 早川　恵 林　定子 木村理恵 江崎和香
三好 柘植千里 小室　雪 前川美知江 西尾秀世 樋渡美千代 山本君代
藤が丘 水野美鶴恵 パヤワル ロヘリオ リム 中尾孝子 鶴見麻理 中島国子 野中祐子 畑中幸代
もとしお 村瀬美恵 廣井あゆみ 西岡利栄子 原田恭宏 屋代啓子 石川清子 林　しづ江 栗林由美
小牧 小西由美子 中西サチ 伊神文江 原田洋平 寺澤　勉 岡本裕美子

リコ･アドラション･レイエス 福島礼子 井上安子
柳ケ瀬 富成未希 郷　加奈 畑野恵子 須藤　歩 岡　一 西沢宏俊 佐藤恵子 出口香里
稲沢 定山イク子 葛谷郁夫 林　直子 古市　陽 塚本真理子 ハナワ　アンドレア 角　寿幸 肥後万里
岩倉 土屋正江 岡田文子 柘植太志 和田ユキオ 川井智美 森　美樹 石川千江子
鵜沼 樽水かおり 山田和子 日髙桂子 有村由美子 守　町子 佐山ドナベル　レガスピノ 越智千冨美 安達保子
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運動会を楽しんでいらっしゃいました♥　よく動き、よ
く笑い、ほどよい疲れは心地よかったです！！

第4回の敬老祝賀会は、皆様と美味しい食事
をしながらいろんなお話をさせて頂きまし
た。話している中でご利用者様の気持ちを感
じたり毎日の生活に満足して下さっているの
かと、確認させて頂ける寄り添える時間を過
ごさせて頂きました。

初めての敬老会に胸ワクワク（実際はドキドキ）しなが
ら一件おとなしく見える？スタッフの芸達者なこと…♪
おてもや～ーん あんたこの頃嫁いりしたではないかいな
♪と歌いながら踊っているとご利用者様もいつの間にか
立ち上がり一緒に踊り出し、食堂スペースがダンスホー
ルに変わり、めちゃくちゃ元気いっぱいの鵜沼です!(^^)!

牛乳パックジェンカですが、記録更新にご利用者様は
頑張っています。99歳のご利用者様は55段（ご自分
の背より高い）積み上げました。積むときのバランス
が難しくそれでもご利用者様は楽しんでいて、特に崩
れるときの“ああああ  ・・・”は皆さん合唱となって
います。鳴海のご利用者様の集中力は世界一です(^^)/
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て青空のもと開催していましたが、今年は室
内で行いました。それでも、ご利用様は、赤
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各事業所では、定期的に年2回、避難訓練や救命（ＡＥＤ）講習等をおこなっています。　稲沢では、車椅子以外は非常階段を使い玄関外まで
スタートから９分でした。慌てることなく落ち着いて誘導しました。こうした訓練はとても大切ですね。
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私は今【釣り】にはまってます。釣りと言っても、愛知県周辺ではなかなか大物が釣れるような場所はありませんが、
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ことも多いのですが、夜釣りの時は名古屋港の景色がきれいで釣果も忘れとても癒されます。コロナが流行り、3密、
外出を避けるように言われている今、釣りはある程度人との距離があり、外の空気を満喫でき気分転換にもなります 。
本社の人とはLINEでお互いの釣果を報告し合ってます（私が完全に負けてますが…。）いつかはランカーと言われる
ような大きな魚を釣り、自慢したいと思ってます。次は岩倉の野田所長にバトンタッチしたいと思います。
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 2 （水） 開設記念行事
 3 （木） 脳トレ
 8 （火） ボウリング
 11 （金） ゆうゆうカフェ
 15 （火） くるみん

18 （金） ビューティサロン
 20 （日）クリスマス会
21 （月） 歌謡教室
 24 （木） 体重測定
 27（日） 蕎麦打ち

 8 （火） リズ美容室
10 （木） お茶会
 23 （水） 詩吟
 24 （木） カフェ南山
 26 （土） 歌謡教室

 28 （月） 福理美
 29（火） お誕生日食事会

 3 （木） カレンダー作り
 5 （土） 牛乳パックジェンカ
 7 （月） 訪問理美容
 9 （水） 脳トレ
 10 （木） 鳴海喫茶
 12 （土） 歌謡教室

 14 （月） 間違い探し
15  （火） 落語
17  （木） 牛乳パックジェンカ
19  （土） 絵手紙
 20 （日） 落語
22 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

24 （木） クリスマス会
26 （土） 脳トレ
28 （月） お誕生日会
29 （火） 鳴海喫茶

 4 （金） カラオケ
 5 （土） 貼り絵
 6 （日） ぬり絵
 7 （月） 貼り絵
 10 （木） 脳トレ
 12 （土） 貼り絵
13 （日） トランプ

14 （月） 歌謡教室
15 （火） ドッグセラピー
16 （水） 貼り絵
18 （金） 誕生日会　カラオケ
 19 （土） アレンジフラワー
20 （日） かるた
 21 （月） 訪問理美容

24 （木） クリスマス会
25 （金） カラオケ
26 （土） お茶会
27（日）風船バレー
30（水）年忘れ会

 1 （火） きれいや
 3 （木） ノーブル理美容
 6 （日） 年賀状作成
 12 （土） お茶会
 13 （日） 脳トレ

 14 （月） 折紙教室
 17 （木） 誕生日会
 20 （日） X’mas会
22 （火） ドッグセラピー
 25 （金） 歌謡教室

 27 （日） カラオケ

 5 （土） 脳トレ
 8 （火） 喫茶 藤
12  （土） 脳トレ
 14 （月） お茶会
　　　 藤の湯

 19 （土） 脳トレ
　　　 藤の湯
 21 （月） 喫茶 藤
 22 （火） 理美容・ドッグセラピー
 23 （水） 理美容

 24 （木） お誕生日会
 27 （日） 藤の会
 28 （月） 歌謡教室
 30 （水） 創咲レク
 31 （木） 年忘れ会

 3 （木） トランプ
 5 （土） 棒体操
 6 （日） 映画
 7 （月） ゲーム
 10 （木） トランプ
 11 （金） 折紙
 12 （土） おやつ作り

 13 （日） 映画
 17 （木） 歌謡教室
 18 （金） ゲーム
 20 （日） 映画
 21 （月） 貼り絵
 23 （水）トランプ
 24（木）ケーキ作り

 25（金）クリスマス会
 26（土）カレンダー作り
 28（月）脳トレ
30（水）大掃除
31（木）カラオケ大会

 2 （水） 小牧温泉
 3 （木） お茶会
 4 （金） 玉蹴り
 7 （月） 防災訓練
 8 （火）～10（木）干支作り
 11 （金） 歌謡教室
 12 （土） カラオケ

 13 （日） 誕生日会
14  （月） 風船バレー
 15 （火） 小牧カフェ
 16 （水） 折り紙
 18 （金） 習字
 21（月）小牧温泉（ゆず湯）
22（火）～24（木）しめ縄作り

25（金）クリスマス会
27（日）カレンダー作り
28（月）ボウリング
29（火）ドッグセラピー
30（水）小牧温泉
31（木）紅白歌合戦

 7 （月） 歌謡教室
 8 （火） ごぼう先生体操
 9 （水） 足湯
11  （金）ごぼう先生体操
12  （土） 柳ヶ瀬カフェ　　
 14 （月） 書の会

15 （火） 理美容・ドッグセラピー
16 （水） ハンドケア
 21 （月）ぽんぽん体操
 22 （火）ごぼう先生体操
 23 （水） クリスマス会
21 （月）～23（水）ゆず湯

 25 （金） ごぼう先生体操
 28 （月） 工作
 29 （火） ごぼう先生体操
 30 （水） ぽんぽん体操

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

 13 （日） カラオケ
 16 （水） スタッフレク
 18 （金） 誕生日会
20 （日）お茶会
 23 （水） スタッフレク

 27 （日） 手作りおやつ
 29 （火） ドッグセラピー
 30 （水） スタッフレク

 2 （水） お茶会
 3 （木） 歌謡教室
 7 （月） 脳トレ
 8 （火） 折り紙
 9 （水） 風船バレー
 10 （木） ゆうゆうカフェ
 11 （金） 競馬

 12 （土） カラオケ
 14 （月） 石川さんの健康体操
15  （火）ぬり絵
 16 （水） 習字
17  （木）ゲーム色々
18（金）お誕生日会
19（土）ボウリング

21（月）・22（火）壁面作り
24（木）・25（金）クリスマス
28（月）石川さんの健康体操
29（火）・30（水）カレンダー作り
31（木）おおみそか

 1 （火） 外気浴
 2 （水）・3（木）鵜沼カフェ
 4 （金） カラオケ
 7 （月） 体操
 8 （火） 外気浴
 9 （水） 鵜沼カフェ
10（金）歌謡教室

11（金）カラオケ
12 （土） うたの日
14（月） 体操
15（火） 外気浴
 16（水） 鵜沼カフェ
18（金）カラオケ
 19（土）うたの日

21（月）体操
22（火）外気浴
23（水）クリスマス会
 28（月）体操
29（火）外気浴
 30（水）年忘れ会

●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・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　●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
●毎日エルダー体操 9：00～

●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

コロナ渦の中,、皆様方の多大なるご協
力ありがとうございます。皆様のご協力
によりゆうゆう未来館では、現在まで一
人も感染者を出す事無く経過する事が
出来ております。ありがとうございま
す。さて、2021年度は3年に1度の介護
報酬の見直しが業界内で注目し始め、
ケアマネジャー向けの研修会等が始
まっております。詳細など決まりました
ら書面等でご連絡していきます。今後も
ご指導賜ります様にお願い致します。

介護サービス委員会 平林 武

秋も深まり、過ごしやすい季節になり
ました。コロナウィルスに関しても、全
事業所は引き続いて注意して対応をし
てまいります。その中でも施設で楽し
く過ごしていただくように工夫したレ
クリエーションをおこなっています。ぜ
ひ”ゆうゆう未来館”のサイトにアクセ
スし、各施設のブログから御入居者様
の笑顔を拝見して下さい。宜しくお願
い致します。

居宅介護支援事業所ジィトップ 田嶋 麻衣子

「あんた、誕生日はいつ？」退院してきた利用者様より突然聞かれました。「〇月〇日です。」と答えると
おもむろに365日の花言葉が載っているノートから私の誕生花を調べてくださいました。「シダレザク
ラだね、花言葉は優美。」「私にはもったいない言葉ですよ。」と返すと、「そんなことない、あんたの心
は優美だよ。退院の世話もしてくれて、いつもありがとう。この花言葉はよく当たる。ここの職員の●
●さんはひまわりで『光輝』。そうでしょ？！」確かにその職員さんはひまわりのような人なのです。続け
て入院中お世話になった看護師さんやリハビリの先生の誕生日と誕生花を教えてくださり、「何にも
お礼はできんけど、一言ずつ書いて、花の絵を貼って送ろうと思っている。」と今まで見たことのない
ような笑顔でお話しされていたのがとても印象的でした。「それはいいアイデアですね、きっと病院の
方たちも喜ばれると思いますよ。」日々利用者様とお話をさせていただく中で嬉しい話ばかりではな
いのですが、日当たりのよい居室で、心温まるお話をできたことは私の心の肥やしになりました。ケア
マネをはじめて丸2年。大変なことが多いですが、面白さも感じている今日この頃です。

 2 （月） くるみん
 3 （火） 映画
 5 （木） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 10 （火） ゆうゆうカフェ
12 （木） カードゲーム

13  （金） 誕生日会
 16 （月） 歌謡教室
 17 （火） ドッグセラピー
 20 （金） 松田ヘルパーレク
 22 （日） マジック

23 （月） 風船バレー
24 （火） 体重測定レク
 27 （金） やきいも大会

 
 5 （木） マジック
 10 （火） リズ美容室
 12 （木） お茶会
 17 （火） ドッグセラピー
 19 （木） カフェ南山

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

 3 （火）カレンダー作り 
 5 （木） 脳トレ
 8 （日） 牛乳パックジェンカ
12 （木） 訪問理美容
14 （土） 歌謡教室

16 （月） 絵手紙
18 （水） 脳トレ
21 （土） 牛乳パックジェンカ
23 （月） 間違い探し
24 （火） ドッグセラピー

25 （水） お誕生日会
28 （土） 鳴海喫茶

 1 （日） ぬり絵
 2 （月） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 5 （木） 脳トレ
 7 （土） テーブルゲーム
 8 （日） かるた
 9 （月） 歌謡教室
12 （木） 脳トレ
14 （土） 風船バレー

15 （日） トランプ
16 （月） 脳トレ（計算）
18 （水） 訪問理美容
19  （木） 脳トレ
20 （金） 誕生日会
21 （土） アレンジフラワー
22 （日） 風船バレー
24（火）落語

25（水）脳トレ（漢字）
28（土）お茶会
29（日）かるた
30（月）迷路

 3 （火） きれいや理美容
 5 （木） ノーブル美容
11 （水） 整膚
 15 （日） 脳トレ
 18 （水） 折紙

 19 （木） 誕生日会
 22 （日） 健康体操
 23 （月） 書の会
 27 （金） 歌謡教室
 29 （日） お茶会

 3 （火） 喫茶 藤
 4 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
 5 （木） マジック
 7 （土） 脳トレ
 10 （火） 喫茶 藤
 14 （土） 脳トレ

 16 （月） お茶会   
　　　  藤の湯
 18 （水） 創咲レク
 21 （土） 藤の湯
 23 （月） 歌謡教室
 24 （火） 理美容

 26 （木） お誕生日会
28 （土） 喫茶 藤
 29 （日） 藤の会

 3 （火） ぬり絵
 4 （水） トランプ
 5 （木） 棒体操
 7 （土） 舞打音
 9 （月） 折紙
 10 （火） ゲーム
 11 （水） トランプ

12  （木）ヴァイオリン&ピアノ演奏会
14  （土） 屋上散歩
 17 （火） ゲーム
 18 （水） 脳トレ
 19 （木） 歌謡教室
 20 （金） 棒体操
 21 （土） 貼り絵
24 （火） ドッグセラピー

 26 （木） 折紙
 27 （金） カレンダー作り
 28 （土） トランプ
29 （日） 映画

 3 （火） 折り紙
 4 （水） 小牧温泉
 5 （木） お茶会
 6 （金） 玉蹴り
 8 （日） 誕生日会
 9 （月） 風船バレー　
 10 （火） 習字
 11 （水） ボウリング

 13 （金） 歌謡教室
 16 （月） ぬり絵
 17 （火） 落語
19  （木） 玉入れ
 20 （金） ちぎり絵
22 （日） マジック
 23 （月）～26（木）ツリー作り
24 （火） カラーサンド

26 （木） 小牧温泉
 27 （金） スリッパ飛ばし
 29 （日） カレンダー作り

 2 （月） 歌謡教室
 9 （月） 書の会
 10 （火） ごぼう先生体操
 11 （水） 足湯
 13 （金） ごぼう先生体操

14  （土） 柳ヶ瀬カフェ
 16 （月） ぼんぼん体操
 17 （火） 理美容
 18 （水） ハンドケア
 24 （火） 落語

 25 （水） ぼんぼん体操
27 （金） 工作
30 （月） ぼんぼん体操

 4 （水） スタッフレク
 6 （金） 歌謡教室
 8 （日） シネマ
 10 （火） 整膚
 11 （水） ヴァイオリン&ピアノ演奏会

 15 （日） カラオケ
 17 （火） 落語
 18 （水） スタッフレク
 20 （金） 誕生日会
 22 （日） お茶会

 25 （水） スタッフレク
 29 （日） 手作りおやつ
 

 3 （火） ボウリング
 4 （水） ごぼう先生体操
 5 （木） 歌謡教室
 6 （金） 石川さんの健康体操
 7 （土） 風船バレー
 9 （月） ぬり絵
 10 （火） バランスゲーム
 11 （水） ゲーム色々

 13 （金） 折り紙
14  （土） 競馬
 16 （月） 数字合わせゲーム
 17 （火） 旗揚げゲーム
 18 （水） 落語
19  （木） カラオケ
20 （金） 誕生日会
21 （土） 習字

23 （月）・24（火） 壁面作り
26 （木）ごぼう先生体操
 27（金）お茶会
28（土）カレンダー作り

 2 （月） 体操
 3 （火） 外気浴
 5 （木） 足湯
 6 （金） カラオケ
 9 （月） 体操　今月の体操
 10 （火） 外気浴
 12 （木） 歌謡教室

 13 （金） カラオケ
14  （土） うたの日　今月の歌 
17  （火） 外気浴
18 （水） 落語
20 （金） カラオケ
21 （土） うたの日　今月の歌
23（月） 体操　今月の体操

24 （火） ヴァイオリン&ピアノ演奏会
26 （木） カラオケ
27 （金） うたの日　今月の歌
29 （日） 体操

●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
●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
●毎日エルダー体操 9：00～

●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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