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みのり苑デイケアの利用者様に大好評のスマイルカフェ。 7月の
メニューは「桃のババロアJでした。利用者様は、お奈やコーヒー
とともに、桃のババロアをいただいていました。ボナール十和田
で調理を担当しているバティシ宅福沢の手作りによるスイーツは、
利用者の皆様からとても好評です、 且8月は、ブルーペリーのヨー
クルトムースです。みなさんも参加して食べてみませんか。
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みのり苑からのお知らせ

EZ'1i重墓古I面倒

福祉の里のホームページアドレス

が wWW.fukushinosato.comの
ほかに wWW.福粧の里Jpのアド

レスが使えるようになりました。

これか§もずっと
このまちで

舎年、福祉の里は創立20周年を迎えました。
これか5も、よろしくお願いいたします。



ドライブをしながら駒っこランドまで足をのばしま
した。
天気も良く暑かったので、皆でアイスをパクリッ!良

い気分転換になった様です。

フルーツポンチを作り、誕生者のお祝いをしま
した。皆で協力してバナナや桃、キウイ等、様々な
フルーツを小さく切りスイカの器に盛り付け、サ
イダーを入れて完成!

フルーツポンチを食べた時の皆さまの笑顔がと
ても素敵でした。

1日限定の七夕喫茶が開庖!好きな飲み物を
飲みながら、七夕の劇を鑑賞です。スタッフ〉軍身
の演技に、利用者様の笑顔あふれる時間となりま
した。
ぎた、ホットケーキにはチョコレートで星を上

手に描いて美味しく頂きましたカ

ヨーグjレトカッフを使い風鈴作りをしました。
シールを貼ったり、絵や名前を書いたりと風鈴の
デザインは自分たちで考えます。
出来あがった風鈴を見て、とても満足そうな表

情の皆さまでした。

フルーチ工を使いパフ工
を作りました。皆で力を合わ
せ「フルーツを切るJI混ぜるJ
「盛り付けるJ等の作業を行い
ました。
美味しく出来上がったよう

で、とても大好評でした!

佐々木ヨシノ様

大川ツル 様

佐々木澄子様 お誕隼日おめをと雪之、さし、志す。
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グラウンドゴルフとは…ゴルフの様な高度な技術は必要とせず、クラブを使

用しホールポスト(旗が置いてある場所)にボールが入るまでの打数を競いま

す。ルールも簡単、初心者でもすぐに取り組める手軽さが魅力のスポーツと

なっています。青空の下でのレクリ工ーションは気分爽快!はつらつとしてい

ます。何度もチャレンジする事でコツを掴み、少ない打数でホールインした時

の達成感は格別で喜びも大きい様子です。又相手がフレーしている際にはアド

バイスが聞かれ和気あいあいとした雰囲気の中楽しまれています。天気の良い

日は実施しますので皆さんの沢山の参加お待ちしています。自分の記録更新を

目指し挑戦してみませんか

今年度は「みのり苑創立20周年Jという事で、デイケアで

は記念となる作品「ねぷた」を制作しています。職員と利用者

が一丸となり素晴らしい作品に仕上げようとただいま奮闘中。

この広報がお手元に届く頃には完成した姿を皆様に披露出来る

と思います。どうぞお楽しみに!

中河原俊男様 大和悦司様 小川利一様

小川作市様 沢目 トワ様 江渡トキコ様

水口ヒロ子様 木フk木 次郎様 石田安雄様

山 田 政 吉様 米沼スズエ様 成田敏雄様 お誕9::8
小山田シ ミ様 中河原正美様 川原園友様 おめをとる
笹舘元太郎様 佐 藤 ミ イ様 舛 j畢秀光様

とさ、い示す。山下イ 卜様 青木勘次郎様 笹森留雄様
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みのり苑リハビリ室

このコーナーでは、日々リハビリに励みながら、毎日を楽しく過ごしてい

る利用者様をピ、ソクアッフし、リハビリ職員がインタビューしていきます。

初回をかざるのは、静岡県伊豆の国市在住の常見喜一様です。常見様は、毎

年6月"-'8月にかけて市内にある御親戚のお宅に住みながら、みのり苑通所

リハビリを週4回利用し、今年で3年目になります。

①みのり苑通所リハビリを利用されてみていかがですか? ②今後の目標は?

① パーキンソン病の治療のためにたくさん運

動をしたいと思っていました。運動の種類が

静岡より多いのと、思っていた以上の運動が

できて大変満足しています。グリーンが多く

てリフレッシュすることが出来ています。

② 歩けるようになってゴルフがしたいなあ O

常見喜一様

以前はこきざみに歩いていましたが、リハビリをしたところ脚を大きく前に出して歩ける
ようになりました。

.<リハビリ介入前>

<リハビリ介入後>

1 トライアルの~~情線
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8月7日(木) 1階・新館合同行事 誕生会~りんごゼリー作り~
8月誕生会として、夏に食べやすいゼリー作りを行ないます。青森はリンゴ!というこ
とで味はリンコ昧です。

8月8日(盆) 2階東棟行事誕生会~メロンゼリー作り~
2階東棟にて誕生会を行ないます。東棟では以前、夏に好評だったメロン日未のゼリーを作ります。

8月17日(目) 2階南練行事スイカ割り /シ制~~
2階南棟では、夏に一度は行ないたい!スイカ割りを行ないます。よく冷えたスイカに l 一三ヘー
皆で蓄りつきましょう /:L__-7lr) 

8月28日(木) 1階・新館合同行事~パンケーキ作り~
1階・新館合同でパンケーキを作ります。夏らしく卜ッピングにはアイスとフルーツを選びました。冷た
く甘いお菓子を戴きましょう!

8月38(目} みのり苑夕涼み会
やって参りました!夏と言えば、みのり苑夕涼み会ですね。特に今年は福祉の里が創立して20周年とい
うことで、例年にも増して多くのイベン卜をご用意しております!皆様の参加お待ちしております!

8月17日(臼) 8月誕生会~もみじ会緩慰問~
8月誕生日の皆様をお祝いして誕生会を行ないます。お昼は「幕の内弁当」、お風巴は「柚子湯」、おやつに
は「ケーキバイキング」を行ないます。午後には「もみじ会」の皆様による発表会があります。

8月24日(日)-25日(月) 八戸ドライブ
夏を満喫していただく為、八戸市に出掛けます。観光遊覧船に乗り、蕪島から八戸港を回
ります。夏の海を楽しみましょう。※雨天時は水産科学館「マリ工ン卜」見学となります。

8月31日(日) デイケア納涼祭
夏の終わりにデイケアで納涼祭を行ないます。中庭でのバーベキューやスイカ割り、ミニグラウンドゴ
ルフ大会を楽しみましょう。

~入所~

9月3日(水) 1階・新館合同行事

ひとくちピザ作り

9月9日(火) 2階東棟行事誕生会

~ひとくち芋きんつば作り~

幹結
9月25日(木) 1階・新館合同行事

きりたんぽ焼き作り

9月27日(土) 2暗南棟行事

縁日行事

~適所リハビリ~

9月5日(金)・ 7日(日)十和田秋祭り外出

9月14日(日)・ 15日(月) 敬老会

9月21日(日) 9月誕生会

9月28日(日)・29日(月)

青森市外出~ワラッセ見学~

[ みのり苑からのお知~せ ) 

大短期入所(ショートステイ)を活用しませんか大

短期入所とは…可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきり

の利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だ、けでなく、家族の介護の負担軽減なども目的と

して実施する短期間の入所サービスです。ご利用も一泊二日から利用が可能です。ご不明な点、は

お気軽に下記までお問合せ下さい。

主に、以下のような理由でご利用されます。

0家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減 など

0家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張で介護者が不在など

~ お問合せ先 ~ 
老人保健施設みのり苑支援相談室 0176-25-1100(代〉
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一部入居者様のリクエス卜にお応えし、出かけて

来ました。

仲間同士で似合う服を探したり、寝具や帽子等を

購入したり、「時聞が足りない!Jと急ぎ足で買物

を満喫なさっていました。

7月2日晴天の中、南部町へさくらんぼ狩りに行

きました。 2年ぶりでしたので皆様張り切って収穫

なさっていました。日未見で腹八分自にはなりまし

たが、昼食の手打ち蕎麦はツルツjレ喉を通り、「暑

かったけど来て良かったリと言って頂きました。

今年も飾り作りの為、皆様貴重な時間

を割いて下さいました。素敵な飾り付け

と沢山の短冊が ~~ 、 十 一

集まりまして、

ありがとうござ

いました。

トマトの実は青いですが、日に日に膨

らみ、スイカの赤ちゃんも毎日のお世話

で着々と育ち、

入居者様にも楽

しみな存在に

なっています。

水口ヒロ子様

最近できたサークル?で、懐かしの歌等を皆様で口

ずさんでいらっしゃいます。

中にはコーラス経験者も

いらしてボナール食堂に響

いていました。議売けること

で、益々心身共に健康が維持

できそうですね。

1日(金)結核検診 19日(火)まきばの保育園芋

3日(日)みのり苑夕涼み会 煮会

6日(水)市内外出支援 22日(金)長吉屋&夕、イソ-

7日(木)アサヒ買物外出 買物外出

11日(月〉スイーツ外出 23日(土)ビデオ鑑賞会

12日(火)イオン十和田買物 29日(金)力ケモ・ハッピード

外出 ラッグ買物外出

18日(月)介護予防体操

*天候等により行事実施日が変更になる場合があります。

お誕隼日おめ~とう5とさ、います。
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十和田デイサービスセンター

ボナール管理栄養士による 『水分につい

て』が行われました。脱水症、熱中症予防に

十分な 1日の水分量を分かり易く説明して頂

き、「実日らなかった。勉強になった。」と話さ

れていました。また試食にはいつものポカリ

スエッ卜にレモンを入れのど越しょくした物

を水分補給に飲み「こういうのもいいな。J
との声が聞かれていました。質問もたくさん

出て賑やかに終了する事が出来ました。

6 月 30 日 ~7 月 4 日まで三本木中学生による

「トライやるウィークJがあり、デイサービスにも

2名の中学生が職場体験に来てくれました。初日は

緊張気味の2人でしたが最終日には自分達から積極

的にお手伝いしてくれました。帰りの挨拶では利用

者様が別れを惜しみ手を握りしめたり、?戻を見せて

いました。

••••••••••••• 
牛乳パ、ソクをリサイクルし、足置きを利用者様に作っ :

てもらいました。今後も続けていきたいと思います。

習字花

8月6"-'11日買物トレー二ング

18"-'23日活き活きウォーキング

… . ー雪量 ‘ 1 … ・…
・ ぐ (.勺、・F曹、守、調.... 一• r司・:.. ' ‘ 

.品..L..

目リ前 名

相坂輿太郎様 久保工イ様

今泉雪子様 気回とみ様

太田ヨネ子様 佐々木きみ様

大畑緋紗子 様 竹 島 正 良 様

川原園友様 立崎とし様

川村工ツ様 馬場リヨ様

川崎ハル工 様 向田 葉 子 様

お誕隼日おめZごとう3ございます。

荷物の忘れ物、取り違えが増え

ておりますので、衣類、タオルな

ど持ち物にお名前を書くようご

協力お願いします。

-E司王軍王五ー長会
名

24日焼山ドライブ

26日スマイル力フ工

31日誕生会(おばんデーズ)慰問

行事予定表を各利用者様の手帳の方に挟んで
あります。行事の参加希望は事前に申し込み
が必要となります。特に申し込みの必要な行
事について、手帳の方に肯マークを付けてあ
りますのでご確認ください。

※その他 習字・民謡の会・歌の会・生け花・フラ

ワーアレンジメン卜など〉行っております。
行事は天候によって変更になる場合があります。
こ‘了承ください。
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グループホーム

ふるさと十和田

¢月置国
入居者様やご家族様に短冊に願い事を書いて

いただき、皆で飾りつけを行いました。

入居者様に願い事を聞いたら、 ‘健康'だった

り‘長生き'だったりと様々で、中には食べたい

物や趣味を書く方もいました。

七夕の歌を歌ったり、スイカ割りならぬ風船

割りをし、楽しい時間を過ごしました。

8目
@包事

8/3 (日)みのり苑夕涼み会
8/13 (水)おやつバイキンク
8/24 (日〉家族交流会
8/31 (日)のへじ夕涼み会

1四回回目悶・・Ut)1!1

① 哩里
佐藤きみ様の誕生日会を皆でお祝いしまし

た。ご家族様から鉢植えのお花をいただき、大喜

びのきみ様。今では水やりが毎日の日課になっ

ています。

-:R~19JAAt~ ___ 

毎日、皆さんに雑巾縫いを行ってもらってい

ます。とても丈夫な雑巾が出来上がり、おかげ

で、ふるさと内はいつもピカピカです。気持ち良

く過ごしています。

大十和田市立中央病院研修医の受入れ大

7月22日(火)、 25日(金)の両日、地域保健研修として十和田

市立中央病院の研修医を各日 1名ずつ受入れました。みのり苑

を始め福祉の里の各施設見学をしたり、利用者様にも声をかけ

ていただいたりしながら研修を行いました。
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