
８月８日、 グループホームにて、 ちょっと早めの盆踊り
大会を行いました。
　浴衣をまとって写真撮影をした後、職員がアレンジした
座ったまま出来るフォークダンスや盆踊りを盛大に楽しみました。
　入居者様も楽しそうで、良い運動になったようです。

デイサービスでは、将棋を指す方が増え、向かい
合って楽しまれています。
　そこで、職員考案の手作りシールドを設置しました。
皆様に好評で、飛沫の心配もなく真剣に勝負されています。
今、注目の藤井聡太二冠に負けない熱戦です。
　リハビリも忘れないで下さいね！！
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美咲ヶ丘だより
デイサービスの名人は…

グループホーム盆踊り大会

～ 美咲ヶ丘フェア中止について ～

今秋開催予定でした
「第三回美咲ヶ丘フェア」は、
新型コロナウィルス感染拡大防止
の為、中止させていただきます。

　5 月 26 日、デイサービスにて
「新型コロナウィルス」と「誤嚥性肺炎」に共通
する対策について栄養教室を行いました。

「肺を強くする食品を摂る(バナナなど白い食材が
良い)」  「高カロリー・高たんぱくの食事 ( 牛乳・
卵など)で免疫力を上げる事が大切である」という
中村 香管理栄養士からのアドバイスでした。

編 集 後 記編 集 後 記
今回は、新型コロナウィルス感染

対策に関連した特集となりました。

　今後も新しい生活様式を取り入れ

ながら、皆様が笑顔いっぱいの充実

した時間が送れますよう、職員一同

邁進してまいります。

　今、世界中で流行している新型コロナウィルス(COVID-19)は、 
私たちの日常生活に大きな変化をもたらしています。
　一日でも早くワクチンが開発され、 コロナウィルスが終息すること
を祈るばかりです。
　美咲ヶ丘においても、 密閉・密集・密接 の 「３密」 を避けることを
心がけながら、感染対策委員会を中心にさまざまな感染予防を行い、
対策を講じております。今回は、 その取り組みについて取り上げました。

入所者様・利用者様の感染予防の為に･･･
■職員及び来訪者様の対応

　ウィルスを持ち込まないために、施設内の消毒はもちろん、全職員の体調管理を徹底し、
職員間の飛沫感染予防として休憩時も個々に昼食を取るなど工夫をしています。
　デイサービス利用者様には、送迎車乗車前の検温、マスク着用、手指の消毒をしていた
だいております。
　また、面会など来訪者の方々には、さらに健康チェックリストの記入もお願いしています。

■面会について
北九州にてコロナウィルス感染者が発生した３月始めより

面会中止となっていましたが、７月より完全予約制での面会を
再開しました。(但し、日時、面会時間、人数などの制限があり、
今後の状況により変更することもあります。)
   また、オンラインでの面会(完全予約制)も行っております。

美咲ヶ丘版「アマビエ」

アマビエとは、江 戸 時 代 、肥 後 国
(熊本県)の海に現れて疫病を予言し

「疫 病が流 行ったら私の写し絵を
人々に見せよ」 と言って海中に姿を
消した妖怪です。

栄養教室～肺炎予防のために～

新型コロナウィルス感染対策の中で

疫病退散を願いましょう!

自分のために …
　みんなのために …

＊手洗いをしましょう！
＊マスクを着用しましょう！
＊「３密」を避けましょう！

お知らせお知らせ

銀
将

飛
車

令和２年10月 美咲ヶ丘だより 第53号
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　美咲ヶ丘で開所以来行っている音楽療法は、コロナウイルス飛沫感染防止のため中止を余儀
なくされました。
　そこで、長年継続している観点から、美咲ヶ丘オリジナルの音楽による脳トレプリントを考案し、
デイサービスにて実践しています。
　「発声による歌唱」が出来なくても、音楽を題材にした脳トレに取り
組み、その楽曲を聴くことにより、声帯・声筋や聴覚の刺激、脳の活性化、
そして回想法になると考えられます。

この「音楽で脳トレ」のレポート（執筆：副施設長 村口 都）が公益
財団法人東京ミュージックボランティア協会機関誌に掲載されました。
レポート詳細は、美咲ヶ丘ホームページ（新着情報）をご覧ください。

～ 美咲ヶ丘の「音楽で脳トレ」 ～

感染予防のため活動が制限される中、美咲ヶ丘では、入所者様・利用 者様の生活の質を維持し、喜びや楽しみを感じられるよう心がけています。感染予防のため活動が制限される中、美咲ヶ丘では、入所者様・利用 者様の生活の質を維持し、喜びや楽しみを感じられるよう心がけています。

～ ソーシャルディスタンス ( 社会的距離 ) を保ちながら ～

　外出がままならない状況ですが、自然いっぱいの
美咲ヶ丘周辺を散歩して、四季折々の景色を満喫
していただいています。

また、 入所者様それぞれの過ごし方の中
で、 接触を防ぎながら、残存機能を活かし、 
認知症予防活動 (塗り絵、ボール遊び、 
お料理クラブなど) を行っています。

デイサービス

　飛沫感染予防のため、 通常の活動 (集団ゲーム、カラオケ、体操教室など) を
中止し、プリントによる脳トレを行っています。

脳トレでは、繰り返すうちに皆様のレベル
が上がり職員も驚いています。 個別ゲーム
(スカットボール、輪投げなど)も、利用者様と
の間隔を保ちながら楽しまれています。
　また、手作り作品のひまわり、朝顔、ぶどう
などでデイフロアも華やいでいます。

　野外レクリェーションの活動が、 限られている状況
の中、 グループホームの庭園や屋内での活動をこれ
まで以上に力を入れています。
　庭園で、緑に囲まれながらの談話は、笑い
声もはずみ、リハビリを兼ねた壁面作りで
は、完成度の高さに皆様満足されています。

入居者様の笑顔につながる活動をしてい
ます。

デイサービス

天の川のように、短冊を
飾り、皆様の願いが揺れ
ていました。

グループホーム
「健康で長生き出来る
ように」 「コロナ終息で
平穏な日常を」
それぞれの願いが叶い
ますように !

七夕御膳

特養
「こっちに飾り!」 
「お願い事はこっち!」
元気な大声と笑い声が
はずむ中、七夕飾りが
完成しました。

七夕そうめん
いなり寿司
海老のかき揚げ
茶碗蒸し 他

　敬老の日にちなみ、栄養調理部特製のお祝膳で、
舌鼓を打っていただきました。
　また、特養では、ご家族様にお祝いメッセージを
書いていただき、思いのこもった素敵なカードに、
入所者様のお顔も居室も明るくなりました。

〈七夕〉

〈敬老祝賀会〉

特 養

グループホーム



８月８日、 グループホームにて、 ちょっと早めの盆踊り
大会を行いました。
　浴衣をまとって写真撮影をした後、職員がアレンジした
座ったまま出来るフォークダンスや盆踊りを盛大に楽しみました。
　入居者様も楽しそうで、良い運動になったようです。

デイサービスでは、将棋を指す方が増え、向かい
合って楽しまれています。
　そこで、職員考案の手作りシールドを設置しました。
皆様に好評で、飛沫の心配もなく真剣に勝負されています。
今、注目の藤井聡太二冠に負けない熱戦です。
　リハビリも忘れないで下さいね！！

2020
10 第　　号53 https://www.misakigaoka.com/

目
次

発　　　　行

社会福祉法人 敬  寿  会
北九州市小倉南区
大字新道寺1085-1
☎ 093-453-1222

FAX 093-453-1132新型コロナウィルス感染対策の中で/入所者様・
利用者様の感染予防の為に… ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
ソーシャルディスタンス（社会的距離）を保ちながら・・・・・・・2

七夕/敬老祝賀会/こんな取り組みを行っています・・・3
トピックスだよ！美咲ヶ丘/美咲ヶ丘掲示板/
お知らせ/編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

PART 1

PART 2

美咲ヶ丘掲示板美咲ヶ丘掲示板

美咲ヶ丘だより
デイサービスの名人は…

グループホーム盆踊り大会

～ 美咲ヶ丘フェア中止について ～

今秋開催予定でした
「第三回美咲ヶ丘フェア」は、
新型コロナウィルス感染拡大防止
の為、中止させていただきます。

　5 月 26 日、デイサービスにて
「新型コロナウィルス」と「誤嚥性肺炎」に共通
する対策について栄養教室を行いました。

「肺を強くする食品を摂る(バナナなど白い食材が
良い)」  「高カロリー・高たんぱくの食事 ( 牛乳・
卵など)で免疫力を上げる事が大切である」という
中村 香管理栄養士からのアドバイスでした。

編 集 後 記編 集 後 記
今回は、新型コロナウィルス感染

対策に関連した特集となりました。

　今後も新しい生活様式を取り入れ

ながら、皆様が笑顔いっぱいの充実

した時間が送れますよう、職員一同

邁進してまいります。

　今、世界中で流行している新型コロナウィルス(COVID-19)は、 
私たちの日常生活に大きな変化をもたらしています。
　一日でも早くワクチンが開発され、 コロナウィルスが終息すること
を祈るばかりです。
　美咲ヶ丘においても、 密閉・密集・密接 の 「３密」 を避けることを
心がけながら、感染対策委員会を中心にさまざまな感染予防を行い、
対策を講じております。今回は、 その取り組みについて取り上げました。

入所者様・利用者様の感染予防の為に･･･
■職員及び来訪者様の対応

　ウィルスを持ち込まないために、施設内の消毒はもちろん、全職員の体調管理を徹底し、
職員間の飛沫感染予防として休憩時も個々に昼食を取るなど工夫をしています。
　デイサービス利用者様には、送迎車乗車前の検温、マスク着用、手指の消毒をしていた
だいております。
　また、面会など来訪者の方々には、さらに健康チェックリストの記入もお願いしています。

■面会について
北九州にてコロナウィルス感染者が発生した３月始めより

面会中止となっていましたが、７月より完全予約制での面会を
再開しました。(但し、日時、面会時間、人数などの制限があり、
今後の状況により変更することもあります。)
   また、オンラインでの面会(完全予約制)も行っております。

美咲ヶ丘版「アマビエ」

アマビエとは、江 戸 時 代 、肥 後 国
(熊本県)の海に現れて疫病を予言し

「疫 病が流 行ったら私の写し絵を
人々に見せよ」 と言って海中に姿を
消した妖怪です。

栄養教室～肺炎予防のために～

新型コロナウィルス感染対策の中で

疫病退散を願いましょう!

自分のために …
　みんなのために …

＊手洗いをしましょう！
＊マスクを着用しましょう！
＊「３密」を避けましょう！

お知らせお知らせ

銀
将

飛
車

令和２年10月 美咲ヶ丘だより 第53号


