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8月1日(金)に総合福祉センターのヘじ地域交流ホールでミ二オペラコンサートを開催しました。会揚に集まっ
た利用者様や職員のほとんどが生のオペラを鑑賞するのは初めてという事で、みなさん楽しみにしていました。

ピアノと美声がホール中に響きわたると一瞬でオペラの世界に引き込まれてしまう素晴らしさと迫力でした。
曲はオペラの名曲から皆さんもよく知っている『幸せなら手を叩こう』、 『愛燦燦』と幅広く、観客席ち一緒に

楽しめる内容で利用者様は大蛮喜んで下さいました。
出演された3名の方に興昧を持たれた利用者様が大変多かったので、出演者のプロフィールとコンサートの様子を

ご紹介したいと思います。

老健のへじ入所コーナー---------------------…………一一一一一一一 P.2

老健のへじ通所コーナー/ショートステイのへじ一一一一一 P.3

デイサービスはまなす/グループホームのへじ----------一一 P.4

生活支援ハウスのへじ/栄養管理室 ……一一一一一一ー..........P.5 

20周年記念事業/支援相談室/新入職員紹介一一一一............P.6 

福祉の里のホームベージアドレス

がwwW.fukushinosato.comの

ほかにwww福祉の里 lp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
今年福祉の里は創立20周年を迎えました。
これからも、よろしくお願いいたします。



老健のへじ入所コーナ

福祉の里創立20周年

を記怠し、総合福祉セン

ターでミ二オペラコンサ-卜

が行われました。なかなか観る事ので

きないオペラ鑑賞に、参加された利用

者様はとても興昧深げでした。

耳慣れだ曲では、リズムに合わせ手

拍子をしている揚面ち見られ、終わっ

た後に「いや一、いがったよー!Jと

喜びの感想が聞かれました。

五十嵐栄子

金ヶ崎なを

田中はな

古津熊太郎
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'Si月の行事予定 3.3.ニット共通

7，10，24日 水族館見学
12日 たけのこ保育園様慰問

14日 各ユニット誕生日会

15日-敬老の日行事食・縁日祭り~のヘじ横丁

17日一動物セラピ-
28日..野辺地すっぱど・わっかど産業祭り見物



オペラ鑑賞

8月1日 総合福祉センターで福祉の里創立20
周年記怠事業でミ二オペラコンサー卜が開催さ
れました。初めてのオペラ鑑賞に「すごく良
かった」、 「初めて聞いて感動しました」と話
されて、皆さん楽しい時間を過されました。

8月5日七戸町のナミキ、 8日は七戸の道の駅ヘ
手作りジエラー卜を食べに行ってきました。
ミルクとブルーペリーが大人気で、美味しし1ジエ
ラートに笑顔が見られていました。

. 9月の行事予定
. 

1"-'3，25"-' 27日一町内買物外出 ¥三/
5日ー映画鑑賞 男、、

7，24日..おやつ作り か』

氏名 氏名 氏 名
9，13日一外食デー(みちのくドライブイン)
12日一敬老会慰問(たけのこ保育園〕
14日一誕生会
15日・敬老の日行事食・縁日まつり -
17日・・・動物セラピー

荒川つや様

上 野 さ め 様

奥 寺 喜 次 様

乙部清志様

小守うた子様三 上山芳男様

佐藤利貞様向中野麗子様

能登谷勝弘様八嶋金一様

古林ヒデ様
• 18"-'23日・田・作品作り(ドアプレート作り).

支援相談室
《家族介護者教室》

8月3日(土)老健のヘじ介護教室において「第2回家族
介護者教室」を開催しました。

今回は、 「今話題となっている認知症のケア方法のひとつ
である『ユマ二チユード』を一緒に勉強しましょう」と呼び
かけ、利用者様のご家族や近隣市町村で認知症に興味のある
方など、 16名の方々が参加してくださいました。今年2月に
NHKのクローズアップ現代で放送されたものを録画で見て
頂いたり、医学書院から販売されているDVDを視聴し、認
知症の周辺症状が出現した方々への具体的な対処方法を学び
ました。参加された方々からは、 「ユマ二チコードについ
て、ちっと多くの情報がほしい」と言う声も聞かれ、大蛮有
意義な時間となりました。

老健のヘじでは、入所・通所の利用者様の趣味活動を手伝って

頂ける方、書道やお把など特技を生かして講師をしていただける

方を募集しています。そのほか、ボランティアに興味のある方の

ご連絡をお待ちしております。
連絡先老健のヘじ 支援相談室
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(福沢・棟方・小山内〕

TEL0175-65-2333 



デイサービスの見学および無料体験を実施じています。お気軽にご相談ください。~担当:寺津.

fショートステイのへじ] 電話 0175-6"5・2225

8月11日にスイカ割りを楽しみま

した。「右だよ」、「もっと左だあ」、

「あれぇ?後ろ向いでまったJと大盛

り上がりでした。応援で喉ち乾き、

スイカがいっそう美昧しかったよう

です。

作昂作り

『ただ今、来年のカレ

ンダーを製作中です。き

れいな布やフェルトを使

用し、趣向を凝らして

作っています。真剣な表

情にご注目ください。

9月の行事予定 、

常夜灯フェスタ

7月20日、常夜灯フ工スタの見
物に行ってきました。桔咲ゆき美

歌謡ショーを鑑賞し、握手をして

もらいとても喜んでいらっしゃい
ました。また、みちのく丸を間近
で見られ「ゃあ おっきいな一」

と感動されていました。

• 9月の行事予定

31rov7日"""作品作り(帽子ホルダー)

5日…なのはなプラザ外出 引 ト

11日・・・誕生会
15日・・・敏老会
25日・・・おやつ作り

27，28日・ーすっぱど・わっかど産業祭り見物

電話 0175・65~22.2ヂ

海の家ドライブ [ 誕生日会 、

7月21日、 「海の日」に+符ヶ浦
海水浴揚に行ってきました。海の
家でアイスクリームやおでん、焼
き鳥などを買われ、気持ち良い潮
風に吹かれて夏の海を満喫してき
ました。うみねこが餌を求めてそ
ばまで寄って来てびっくりする揚
面もありました。

• 

7月22日 7月生まれの
誕生日会を行いまし
た。利用者様と職員で
作った『くす玉』を
引っ張って頂き、誕生
日をお祝いしました。
誕生者の江刺家四朗様
と奥様ち一緒に記怠撮
影され、喜んで頂きま
した。仲の良いご夫婦
で羨ましいですね。お
めでとうございます。

7.9.18.20.21日・・・買い物(しまむら・アサヒ・マックスパリユ)
11.22日・ーおやつ作り(おはぎ)

13日一お茶会
15日・・・敬老会

比 24日…縁日祭り
¥ 25日-外食(さいとうそぱ屋)
Jぞ 28日・・野辺地すっぱど・わっかど産業祭り見物

メLU 29日お誕生会
30日-スマイル力フエ(スイートポテトパイ) . • 

上原子ヨシ工様
7説、ニ上山チヤ様

9'月の誕生者 瀬川ミワ様
'い 沼田みつゑ様

a-+.. 柴崎ゆみ様
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[ダJL'-~プホームのへじ]

おやつ作り

電話 0175-65 :・22-2~6

かっぱ寿司ヘ昼食外出

7月20日、フルーツあんみつを作
りました。チームワーク良く、きれ
いに盛り惜けをして、あっという聞
に完成です。 r簡単で、さっぱりし
て夏にぴったりのおやつネ。おいし
いわ」と大好評でした。

8月7目、かっぱ毒司に行ってきまし
た。 rかっぱ寿司は初めて!Jと、流
れてくるお零司に感I~\ しながらワクワ
クされていました。茶わん蒸しやお好
みのお寒司を召し上がり、皆さま満足
の笑顔でした。

-r:. 11日・・お楽しみパイキング

匂 月 の 行 事 予 定 19日棋の町悶悶ブ

9目

26日…棋のお茶会

2日・・・外食と買い物

9日-昼食っくり

行事予定 15日-センター合同敬老を祝う会

28日…のヘじすっぱど・わっかど見物

昼食作り
8月19日、昼食作りをしました。メニューを皆様

にうかがうとまず、 『きゅうりの酢物が食べた

い!~と第一声。 rたまに豚肉もいいねえー! Jと

メインデッシュは生萎焼きに決まりました。そし

て、支援ハウスで採れた夕顔を使って妙め煮とお豆

腐と旬のみょうがの味噌汁です。皆様、包丁さばき

は見事なものでした。デザー卜はプラムと施設の菜

園で採れたスイ力です。このスイカがまた「特別甘

くて、美味しい!Jと評判は上々。満腹になった所

で皆様と職員とで夏祭りに向けてささ踊りを練習し

ました。これから菜園で収穫予定のさつま芋、南

瓜、ゴーヤが楽しみです。

支援ハウス ミニニュース
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3年前に鉢植えのトランペットをもらい、

育ています。昨年は花が2輸咲きましたが、

今年は蓋みを沢山つけて見事にきれいな桔が

咲きました。明るいオレンジ色の桔びらで優

しい香りがします。また職員が珍しいパイ

ナップルリリーと言う名前の桔を持ってきて

くれて皆様で楽しんでいます。



お盆行事食

8月13日はお盆行事食でした。皆様のご家庭では、これがな

きゃお盆じゃない!という料理はありますか?

栄養管理室からは、煮しめ、赤飯、茶わん蒸しなどを提供しま

レ疋。煮しめや赤飯は各ご家庭の昧が出やすい食べ物だと思いま

すが、厨房の料理もお口に合ったようで、とても好評でレたP

鏑聞包砲劉覇震論
ご飯、すいとん汁、刺身盛り合わせ、炊き合わせ、

たまご豆腐を予定しています。

限措R単騎笹~f"

①蕗脅
②黒石市山派立出身

③老健のヘじ入所介護室

④生活をするために働こうと思い

選びました。

⑤単行本集め、映画・時代劇鑑賞

⑥元気いっぱいがんばりますので

よろしくお願いし1たします。

[吾氏名 ②出身地 ③所属部署 ④この仕事を選んだ理由 ⑤趣味⑥抱負 I

①巌老議芋
②野辺地町

③老健のヘじ入所介護室

④人と関わり、人の役に立つ、やりが

いのある仕事がしたかったから

⑤ガーデ二ング、愛犬との散歩

⑥今までの経験を生かし、利用者さん

に信頼していただけるケアをしてい

きたいです。

; ①1E有 ムツ子
②東北町

③ホームヘルJ¥ーセンターのヘじ
④病院で看護助手をしていた経験からこの仕事

を選びました。
⑤今までは山菜取りや登山が好きでしたが、体

力が続かなくなり新しい趣味を見つけようと
思っています。

⑥同行レてもらった経験豊富な先輩方に少しで
も近づけるよう努力レたいと思っています。

8月26日(火)の在介はまなす介護予防教室では「大人のラジオ体操」をテーマにし、
当法人の理学療法士(山本美也子)を講師に効果的なラジオ体操の方法について開催し
ましだ。
3分十数秒の「ラジオ体操第1Jの中には13種類の動きが入っていて400種類以上ある全

身の筋肉をまんべんなく動かすことができるそうです。今回の介護予防教室では、実習
で来ていた根城舞子さん(東北福祉大 作業療法学専攻4年)も交えて、ラジオ体操第1
の動き一つ一つを効果的に行う為の説明を入れながら行いましだ。参加者の皆さんから
は「腰や腕の痛みがある時は、どうしだらいいですか」など様々な質問があがり、関J~\
を寄せて頂きました。
正しい動き方や効果を習った後は、皆さんテキパキと元気よく動き、生き生きとされ

ていましだ。続けると体に良いこと尽くしのラジオ体操です。
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