
美咲ヶ丘大喜利!!　11月7日、大正琴「すみれの会」の皆様(7名)が、
来訪されました。
　「風雪流れ旅」や「鉄道唱歌」など、お馴染みの
曲を演奏して下さり、入所者、利用者様の元気な
歌声も響きました。
　そして、最後には、一緒に手話をしながら「ふるさと」を歌い、大正琴を通じて、
地域の方とのふれあいと絆がより一層深まった演奏会でした。

総務経理
「礼【令】と【和】の心」を大切に
笑顔で皆様をお出迎えします。

居宅支援
「我が家の生活  いつまでもおもしれーワ【令和】」
そんな暮らしを応援します。
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美咲ヶ丘掲示板美咲ヶ丘掲示板

美咲ヶ丘だより
大正琴演奏会

あすなろ学園との交流会

地域への発信 !!

特養入所者様の作品

ねんりん かさね  ず～っと ずっと みさきがおかで…

【れ】連携プレーで  【い】いつまでも  【わ】私達が寄り添います。【れ】連携プレーで  【い】いつまでも  【わ】私達が寄り添います。

　今年の干支「ねずみ」に因み、『ずいずいずっころばし体操』を始めました。
　音楽療法のリハビリ体操として、職員が考案した美咲ヶ丘オリジナル
体操ですが、デイサービスでは、嚥下体操と共に取り入れ、利用者様も積

極的に参加されています。
　また、特養・グループホームでも懐かしい歌で
リハビリを楽しんでいただいています。
　歌いながら、手・指・腕の伸縮で筋力アップや脳の活性化を図り、
身体部位のタッピング、瞬発力の訓練等を取り入れた体操です。
　ねずみのように、身体もまめに動きますように!!

特養
【れ】連理の枝のように
【い】いつも皆さまとのつながりを大切に
【わ】笑いの多い美咲ヶ丘

栄養調理
【れ】連携して　
【い】胃から元気に
【わ】若返る食事作りに努めます!!

グループホーム
入居者様に
礼【令】を重んじた
介護の輪【和】

デイサービス
【れ】礼儀正しく
【い】いつも明るく
【わ】笑っていよう!!  どんな時も

～お題は「令和」～

災害お見舞い
　「令和元年台風第15号千葉県災害」において
被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し
上げます。
　美咲ヶ丘職員会「さくら会」より、日本赤
十字社へ義援金(34,500円)をお送りさせて
いただきました。

　11月30日、今年もあすなろ学園の皆さんが、
来訪され、流行の「U・S・A」や「パプリカ」など
曲に合わせた可愛いダンスを披露してください
ました。
　「おちゃらか」などの手遊びも一緒に行い、交流
を深め、子どもさん達の笑顔や優しさからたくさん元気をいただきました。

　美咲ヶ丘では、 社会福祉協議会の 

「ふれあいネットワーク連絡調整会議」に

参加させていただいています。

　その中で、 11月14日 「自宅でできる

簡単リハビリ」・1月16日 「認知症予防

について」 との内容で講話をさせて頂き

ました。

　いずれも日常生活の中で手軽に取り

入れることが出来る事をポイントにしてい

ます。 今後も気負わず取り組める内容を

地域に発信していきたいと考えています。

編 集 後 記編 集 後 記
　今年も、ピンクや赤のチューリップがゆらゆらと
風にゆられて可愛く咲く季節となりました。 
　自然災害やインフルエンザ、 
そして新型コロナウイルスの
流行など、 心配事は尽きま
せんが、今後も皆様の体調
管理や災害対策にも努めて
まいりたいと思います。 （美咲ヶ丘  駐車場側です）

令和２年4月 美咲ヶ丘だより 第52号



　12月13日、皆様に忘年会恒例の舟盛りで、舌鼓を打っていただきました!!

　12月20日、グループホームではクリスマス会を催し、クリスマスツリー
の飾り付けやクリスマスケーキ作りを役割分担して行い、そして
カラオケ大会で歌声を競いました。

　12月24日、デイサービスでは、職員が渾身の一芸(ハンドベル演奏、
ビューティペアの歌と踊り等)を披露し、12月25日、特養では、職員の

二人羽織りで熱々のうどんを食べたり、 男性
職員に入所者様がお化粧したり、日常と違う
職員の面白おかしい姿に皆様驚かれ、笑い声が
響きわたり、 賑やかな年忘れとなりました。

　10月19日～20日、入所者・入居者・利用者様の作品展示で
東谷フェスティバルへ参加いたしました。
　19日には、入所・入居されている方数名で会場の興農会館
体育館へ作品見学に行き、出店でポンポン菓子やスウィーツを
購入したりとお祭り気分を味わいました。

令和２年4月 美咲ヶ丘だより 第52号 令和２年4月 美咲ヶ丘だより 第52号

　東谷地区は、公共交通機関が、減少傾向にある地域です。
　デイサービス利用者様からも、日々の買い物にご苦労されているという声を耳にします。
　この度、小倉南社会福祉協議会より、 「買い物支援ボランティア」 のご提案があり、地域の
社会福祉法人として積極的に協力させていただくこととなりました。
　令和元年11月から月一回、ショッピングモールへ当法人バスで
送迎をしています。
　買い物を楽しんでバスに戻ってこられる地域高齢者の方々の笑顔
が何よりです。
　今後も様々な形での地域貢献が出来ればと考えています。

美咲ヶ丘フェア美咲ヶ丘フェア
栄養教室 ～年間を通して～栄養教室 ～年間を通して～

それぞれの年の瀬それぞれの年の瀬

グループホームの家族交流  ～バーチャル旅行と茶話 会～グループホームの家族交流  ～バーチャル旅行と茶話 会～

　東谷市民センターで開催されている「日なたカフェ」にグループ
ホーム入居者様も時々参加させて頂いています。
　手作りお菓子を頂きながらのおしゃべりや歌を歌ったり聴いたり、
和やかな雰囲気の中で心地よく有意義な時間を満喫出来ています。

東谷フェスティバル

日なたカフェ参加

　10月26日「第二回美咲ヶ丘フェア」を開催しました。

　カフェや軽食・NPO法人列島会小倉
バーガー号出店・歌謡ジャズ一座の演奏・
栄養指導など楽しんでいただき、 皆様の
交歓の場となりました。 今秋、また開催予定
です。ご期待下さい。

　開所時より開催してまいりました「納涼祭」を
猛暑等の諸事情により「美咲ヶ丘フェア」へ
移行しました。
　当日は秋晴れにも恵まれ、地域の方々や
ご家族様など多数来所されました。

　美咲ヶ丘管理栄養士によるデイサービスでの栄養教室を定期的に行っています。
　健康に関わる身近な話に、耳を傾けながら自分の食事生活について考える利用者様の様子
が伺えます。美咲ヶ丘には、4名の管理栄養士が所属しており、皆様の健康管理体制を整えて
おります。

　1月18日、グループホームで西鉄観光バス株式会社様のご協力
により、バーチャル旅行を開催しました。
　今回は、ご家族様もご一緒に大型スクリーン映像に流れる長崎の
風景をバスガイドさんの分かりやすい案内で観光し、旅行気分が
味わえました。
　その後、ご家族様との茶話会も楽しい交流の時間となりました。

内容
• 栄養摂取の基本
• 体調管理の為の食事
• 免疫力を上げる食事
• 食中毒と水分不足の関係

～買い物支援ボランティア～
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