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みのり苑からのお知らせ

霞富岡，，~民事諸国闘

福祉の里のホームページアドレス

がwwW.fukushlnosato.comの
ほかに 盟笠坐塑釜笠星J!!のアド
レスが使えるようになりました.

これからもずっと
このまちで

今年、福植の里は創立20周年を迎えました。
これかちも、よろしくお願いいたします。



みのり苑入所コーナー)

官誕生会~りんごゼリー作りie :]月7日(木I
E 新館・ 1階合同

8月の誕生者様をお祝いし

た後にゼリーを作りました。

協力して作業を行い、会話

も弾みました。

完成後は果肉たっぷりのゼ

リーを頬張りながら、「美昧し

い」の言葉とともにたくさん

の笑顔が見られました。

E誕生会~メロンゼリー作りk ;j月8日〈金a-
E w ・東 ， 

8月の誕生者のお祝いの後、今が旬のメ

ロンを費沢に使ったゼリー作りをしまし

た。 3時のおやつに頂き、「おいしい。」と好

評でした。

【スイカIり 8月~日寸
2F南 E

夏恒例のスイカ割りを行いました。力のあ

る男性の方がリードし割ってくれました。

割ったスイ力は皆さんで美昧しくいただきま

した。

官買い物外出 8月r..i l 日(木~月~日〈月
E 入所全体 J 

十和田イオンスーパーセンターに行って買い物をしてきました。好きなおやつ等を買い、ソフトクリー

ムを食べてきました。短い時間でしたが楽しく買い物ができました。

新山牧子様 丸井しな様 お誕隼日おめZごとう5己、ざいます。
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|咽闘倒閣・崎町通所コーナ刊みのり苑

毎月大好評、利用者様が楽しみ

にされている外食外出…8月は馬

肉料理が有名な「吉兆」へ外食し

てきました。暑い時期に食べる鍋

料理も格別なようで楽しまれてい

ました。

先月広報誌で紹介したねぷた制作の様子、その後間もなくして遂

に完成 !8月4日夕涼み会の時にステージわきに設置し披露し

ました。ライトアッフされると一際栄えてみえると共に迫力のある

ねぷたに感動されていました。制作に協力いただいた皆様本当にあ

り力Tとうございました。

ゑ様

お誕隼日

おめをとる

ございます。
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-h司配置・nEE詰l'ヨ

9月3目{水) 1陪・新館合同行事ーロピザ作り

新館ホールにて、厳子の皮を使用した「一口ピザ」作りを行ないます。パリパリですが

口の中で溶ける美味しいピザを皆で作りましょう!固いものが食べられない方には

やわらかく形を変えて提供致します。

9月9目(火) 2階東棟行事極生会~ー口芋きんつIt作り~

9月生まれの方をお祝いして2階東棟にて誕生会を行ないます。誕生会では旬のさつまいも「安納芋」を

使用した「きんつばJを作ります。甘い「きんつば」を少し苦めのお茶と一緒にいただきましょう。

9月25日(木) 1階・新館合同行事 きりたんぽ焼音作り ~ /' 

稲刈りの時期に合わせて、美味しくお米をいただく行事を企画しました。食べ易くい 、ムも入掴圃暦震活

ただく為、今回はお米の食感を残す程度にすりつぶした秋田名物「きりたんぽ」を作り も も、込語通政

ます。熱々を皆でいただきましょう! 電気 『ー

9月27日(土) 2階商標行事縁日行事

9月といえば「秋祭り」ですよね !2階南棟でも「縁日行事」を行ないます。輪投げの他、「チョコバナナJ
や「たこやき」を用意しております。皆で祭りの雰囲気を楽しみましょう

9月5目(盆}・78(目) 十和田の秋祭り舛出

十和田市商庖街のアーケード内で十和田秋祭り見学を行ないます。勇壮な山車や華麗な

舞を見て十和田秋の風物詩を満喫しましょう。

9月14日(目)・15日(月} 徹者会
~ L 

敬老の日のお祝いと致しまして敬老会を行ないます。午後より「舞扇会」の皆様による慰問発表がありま

す。また今年は福祉の里創立20周年ということで、例年以上に豪華な記念品をご用意しております。

9月21日(目) 9月極生会

9月誕生者の皆様をお祝いして誕生会を行ないます。昼食は「栗ご飯」、おやつには「ケーキバイキング」

を行ないます。午後からは「西小あかねっこ」の皆様による「よさこい」発表を行ないます!子ども達の元

気な発表を皆で見学しましょう。

9月28日(目}・29日(月) 膏森市舛出~ワ・ラッセ見学~

十和田市を出て青森市のねぶたの家「ワ・ラッセ」へ出掛けます。

ねぶた祭りの雰囲気を体感してみましょう!

~入所~
10月2日(木) 1階新館合同行事

里芋のやわらかもち作り

10月10日(金) 1階新館合同行事

合同外出~十和田現代美術館見学~

10月11日(土) 2階東棟行事

10月誕生会~スイー卜ポテト作り~
10月18日(土) 2階南棟行事茶巾しぼり作り

10月19日(日) 入所全体行事大運動会
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~適所リハビリ~
10月5日(白) 職員対抗!お笑い相撲大会

10月12日(日) そうだ!リンゴ狩りに行こう!

~浪岡リンゴ狩り外出~
10月19日(日) 10月誕生会

~三村まさ子と

歌と踊りの会様慰問発表~



グループホーム

ふるさと十和田

②木ー密室ヨ・
みのり苑新館の入居者様との突流会に参加しま

した。

ふるさとから3名の入居者様が参加され、初め

9/5(金)十和田秋祭り見学
9パ5(月〉敬老会 し」

9/19(金)竹ケ原喜八郎様 」 |咽悶悶劃佃

お誕生会 ir 
9/20(土)土崎ヨテ様お誕生会 i 

は少し緊張している様子でしたが、一緒にアイス作りをしていくと笑顔になり楽しんでいました。

美昧しいアイスクリームを食べ満足のようでした。

@ E軍冨EEヨ p

--AF お誕生会を聞きました。偶然にも同

じ誕生日がお二人で合同誕生日になり

ました。

沢田様は皆さんからのお祝いの言葉

やプレゼン卜に涙を流し感動されていました。

入居されて初めてのお誕生会となった小原様は、終始照れてずっと笑みを浮かべていました。感想を聞

くと「嬉しい」と喜ばれていました。

沢目サヨ様・小原贋美様お誕生日おめでとうございます!!

①日Lみφり苑夕涼み会】

みのり苑夕涼み会参加しました。

3組のご家族様も見学にいらして下さいました。

「し1さばのかっちゃJの楽しいトークに皆様声を出し笑っていました。

握手してもらい良い記念になりました。花火に「きれいだあ」と感激さ

れていました。

-5一



ボナール十和田)ケアハウス

暑い日でしたが皆様元気いっぱい!石ヶ戸では階段を下り

涼やかな渓流の流れを眺め、轍湖台からの景色を見ながら

「昔はこんなに立派な柵はなくてねえ…」と懐かしい話に花

が咲きました。昼食は工ビやイクラが載った冷やし中華を選

ぶ方が多く、「ワァ~! Jと歓声が上がっていました。

総合福祉センターのへじでのコンサー

卜を拝聴してきました。

出掛けた入居者様

は、「とっても素晴

らしかった!Jと感

想をおっしゃってい

ました。

暑さに負けない様、たまには甘い物を頂きに行こ

う!と言う事で“みやきん"に行って来ました。七輪

で餅を焼きお汁粉にして頂くお

やつやケーキ等、バラエティに

富んだティータイムを過ごしま

した。「夕食入るかしら ?Jと

心配する声が聞かれました。

築様

ミ様
吉様

お誕g;日
おめさとうござい示す。

富
キ

信

橋
田
田

高
桜
太

18日(木)ユニバース買物外出
22日(月)介護予防体操
26日(金)力ケモ・ハッピードラ

ッグ貫物外出
27日(土)ビデオ鑑賞会

2 日(~)市内外出支援
3日(水)アサヒ買物外出
5日(金)秋祭り見学
12日(金)生花教室
14日(日)地域受流祭
17日(水)敬老会

*天候等により行事実施日が蛮更になる場合があります。

|明嶋田-個目十和田在宅介護支援センター)

ケアハウスボナール十和田・十和田デイサービスセンター・十和田在宅介護支援センターは、十和田
市で実施している 『十和田市高齢者あんしん見守り協力隊Jに登録しています。
協力隊の活動内容の一つである「高齢者の見守りや声掛けJを、地域の清掃活動を

兼ねて行うことにしました。
今年度は 19月上旬.11月上旬」の2固を予定しておりますので、見掛けた際に

は声を掛けて頂けると嬉しいです。
次回の広報で活動内容の報告をさせて頂きます。
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l四回副祖国棚田十和田デイサー問ンター

ヲt

一括J，J
午後の時間におやつ作りを行ないました。今回は豆腐と白玉粉を使い団

子にし、枝豆と白花豆で簡を作りました。各グループで行ない、男性グ

ループの皆禄は「白玉粉が固まりがあるのは知らなかった。Jと力強くこ

ね、女性より形の良い団子を作る事が出来ていました。また、枝豆はとて

も健康に良いと説明を受け「どんどん食べよ，，-，Jという声も聞かれていま

した。おいしく出来上がりました。

先月よりデイサービスでの体操を新しくし

ました。「涙涙そうそうJという曲に合わせ

行ないます。主には上肢を使い、最後には花

を咲かせるというかわいらしい体操になって

おります。 t'l-ιーーJ

「曲も体操

もすごくい

い。j と評

判です。

青竹ふみを行なっております。各自、好き

なように使ってもらい、「これいいんでなあ

，，-，Jと話されています

9月1日防災の日
5~7 日秋祭り見学

14日地域交流祭
15日敬老会(行事食〉

21~27日活き活きウォーキング

28日誕生会(きりたんぽ作り)

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、手帳の方に女マークを付けてあ
りますのでご確認ください。

ぬ
丸
一前

前

伊藤薫子様

蛇名登美様

小原トワ様

栗山きぬ様

沢目みち様

お誕注目おめさとう3ござい志す。

荷物の忘れ物、取り違えが増え

ておりますので、衣類、タオjレな

ど持ち物にお名前を書くようご

協力お願いします。

セ様

テ jレ様

すゑ様

ミチ工様

-&!j~，苦言玉面

ツ

名

崎

田

閏

田

立

中

藤

本

薬会

※その他 習字・民謡の会・歌の会・生け花・フラ
ワーアレンジメントなど行っております。

行事は天候よって歪更になる場合があります。ご
了承ください。
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栄養管理室

8月15日(金)は食の日として、冷やし中華・稲荷寿司・茄子の味噌妙め・メロンの提供を行な

いました。

冷やし中華には夏が旬の食材である、胡瓜・トマトを

トッピングとして使用し、彩り良く仕上げました。利用

者の方からは、さっぱりした昧わいでおいしかったとの

声も頂き、好評でした。

9月8日(月)は十五夜に合わせて、 15時おやつは

お月見まんじゅう・ミキサー食の方へはお月見デザート

の提供を予定しております。

9月15日(月〉は敬老の日に合わせて、赤飯・天ぷ

ら・炊き合わせ等の提供、 15時おやつとして季節の和

菓子と甘酒の提供を予定しております。

皆様、お楽しみに

3 
大十和田市立中央病院研修医の受入れ大

9月9日(火)、 12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

入れ致します。※施設見学等にて皆様にお声掛けをする場合もあります。

大施設実習・体験学習・ボランティア等受入れ実績女

8/3(日) 十和田西高等学校3年生

七 百 中 学 校3年生

六戸高等学校3年生&2年生

8/4 (月)~8 /7 (木〉 三本木高等学校2年生

8/20(水)~8 /22(金〉 十和田湖中学校2年生

内
V訪

れ入

名

名

名

名

名

生活スタイルに合わせた勤務時間・形態で働くこと力可可能です。
昼間の 2~3時間だけ働きたいに、福祉の里は応えます。

0募集職種:正・准看護師(若干名)/介護福祉士(若干名)
0年 齢:不問
。加入保険:雇用・労災・健康・厚生
O給 与:就業規則に準ずる(経験者優遇)
。手 当:通勤手当(上限16，000円)/住居手当(上限15，000円)

資格手当 (10 ，000円~40，000円) /夜勤手当 (1固につき5，000円)
扶養家族手当 ほか f 

|お問合せ:十和田市切田字横道100-22
0勤務地:十和田、野辺地 | 0176-25-1100 
0応募方法:履歴書を郵送してください。 I

| 人事部(小笠原〉まで
応募者多数の場合は書類選考いたします。 l
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