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美咲ヶ丘だより
　「東京オリンピック」を応援しようと、特養入所者様と職員の手形や足
形を取り、「五輪」を制作しました。（手が拘縮した方は足形を取りました。）
完成した五輪マークの中から自分の手形・足形を一生懸命に探し

出すのも楽しそうでした。
　また、ご面会のご家族様にも大変喜んでいただきました。
　無事に東京オリンピックが開催されますように…

PART 1

美咲ヶ丘掲示板美咲ヶ丘掲示板

東京オリンピック応援企画

PART 2 楽しい手作り

昨年から新型コロナウイルス感染拡大により、緊急事態
宣言など、かつて経験したことのない不自由な暮らしが
続いております。
美咲ケ丘においては、皆様のご協力のおかげで４月

上旬現在までコロナウイルス感染の発症者はおりません。
職員一同、皆様の健康を守るべく邁進しておりますので

ご安心ください。

新型コロナウイルス感染症対策について

　デイサービスでは、四季折々を感じていただ
こうと、さまざまな手作りをしています。
絵手紙・ぬり絵・お花制作など、皆様の経験豊

かな知恵を出し合い完成した時の満面の笑みに
職員も癒されています。
デイサービスのホールには、早々と春が到来

しました。
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コロナ禍においても、木々は芽吹き、花々は咲き、春の訪れを知らせてくれます。

 明るい未来が来る日を待ちましょう。
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「丑」の字に糸へんをつけると「紐」という字になります。
美咲ケ丘は、今年度も入所者様・利用者様・ご家族様、そして、
地域の皆様をしっかり結ぶ「紐」になるべく、笑顔の架け橋になります。

「丑」の字に糸へんをつけると「紐」という字になります。
美咲ケ丘は、今年度も入所者様・利用者様・ご家族様、そして、
地域の皆様をしっかり結ぶ「紐」になるべく、笑顔の架け橋になります。

編 集 後 記編 集 後 記
今までとは違った日常を過ごし

た１年でしたが、そのような中でも
入所者様・利用者様の穏やかな
日々を綴った春号になったのでは
ないでしょうか？
これからも変化に対応しながら、

笑顔あふれる美咲ヶ丘でありたい
と思います。

お知らせお知らせ

～ご面会について～
　ご面会は、状況の変化に伴い
一定の制限を設けながら、随時
変更させていただいております。
今後につきましても、ご協力の

程、よろしくお願い致します。

美咲ヶ丘版「アマビエ」

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！

特養では、お正月らしく、あちらこちらで初笑いが聞かれ
ました。
　皆様思い思いのお多福が出来上がり、かるた大会では
「どこにある？」と皆で協力して探す姿が微笑ましく楽し
いひとときでした。

今年は、コロナウイルス感染防止のため、恒例の
初詣を自粛しましたが、デイサービスでは「美咲ケ丘
八幡宮の鳥居」を、グループホームでは小さな「お社」
を手作りし、それぞれ絵馬に願い事を書いて参拝して
いただきました。穏やかな一年となりますように！

　特養とデイサービスでは、「丑」のちぎり絵制作に取
り組みました。
皆様が「密」にならないように配慮しながらの細かい作業

でしたが、とてもかわいいちぎり絵が出来上がりました。
ちぎり絵は、指先の訓練や空間認識能力向上・認知

症進行予防にもなり、楽しいリハビリとなりました。

初笑い

初詣

ちぎり絵
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　「的あてゲーム大会」を開催しました。
的には、点数のついた赤鬼・青鬼・アマビエやくじ引き

があり、お手玉を当てます。 「すごーい！」「惜しい！」などたく
さんの歓声と笑顔があふれていました。

小倉南区井手浦地区伝承の「尻ふり祭り」を美咲ケ丘風に
変え、職員が語り部となり、手作りした大蛇を披露しました。

入居者様はその迫力に驚きながらも、皆で大蛇を退治し、
その後、豆まきをして邪気払いをしました。

今年は１２４年ぶりに２月２日でした

　美咲ケ丘では、１４時３０分になると「ピンポンパンポーン　今日は〇月〇日〇曜日です。
今日のおやつは〇〇と〇〇です。　〇〇（本人の名前）でした。」と館内放送が流れます。
　きっかけは「最近、声がでにくくなった…」と本人からの相談でした。
　担当の介護士は、本の朗読や、テレビの字幕を声に出して読むなどの
リハビリを勧め、それなりの効果はありました。 そのモチベーションを
継続するため「今日のおやつ」のメニューをアナウンスするという新たな
リハビリを計画、実践し、日に日に声は大きく出るようになり、言葉も

はっきり聞こえるようになってきました。
特養のスタッフはもちろん、他部署のスタッフからも「良く声が

出ていましたね。」と声をかけられ、笑顔が多く見られています。

美咲ケ丘放送局  第２弾！　―リハビリ頑張っています ―

　12月24日、特養では「クリスマス喫茶」を行いました。栄養調理部特製
クリスマスケーキや入所者様手作りのプリン・栗きんとんを目の前に

「どれにしようか？」と選んだたくさんのお菓子でお腹いっぱいになったよ
うです。

また、グループホームでは、職員創作人
形劇・紙芝居「桃太郎」を披露し、入居

者様には、桃太郎になっていただきました。参加型のお芝居のあとは、
手作りおやつ(ぜんざい・フルーツポンチ・ケーキ)を召し上がって
いただきました。

〈節分〉

〈ひなまつり〉
３月３日、栄 養 調 理 部が 腕をふるった「ひな

まつり御膳」を味わっていただきました。
　そして、特養とグループホームでは、それぞれ
手作りした華やかな「顔出しパネル」で写真撮影
を行い、かわいい女雛・男雛になっていただきま
した。

また、デイサービスでは、おひな様とお内裏様を
たぐり寄せる「まきまきゲーム大会」で盛り上が
り、ひなまつりらしく女性利用者の方が見事に
優勝されました。

〈バスドライブ〉
入所者・利用者の皆さまに季節の移ろいを感じていただこうとバスド

ライブに出かけました。
　11月、香春町採銅所コスモス畑へ秋を探し
に、12月上旬、小倉北区紫川沿い （ＴＯＴＯ・
リバーウォーク周辺）へ暮れゆく街の風景を
見に、そして3月下旬、咲きみだれる桜並木の
中で春を満喫しました。コロナウィルス感染予防策で、車窓からの
眺めとなりましたが良い気分転換となったようです。

〈クリスマス会〉

日頃のレクリエーションで豆まきの練習を重ね、節分当日
は鬼に扮した職員めがけて力いっぱい豆を投げ、ストレス
発散にもなったようです。
その後、福のお面をつけた年女の方と記念撮影をしました。

特 養

グループホーム

デイサービス

グループホーム

デイサービス

特養
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入所者・利用者の皆さまに季節の移ろいを感じていただこうとバスド

ライブに出かけました。
　11月、香春町採銅所コスモス畑へ秋を探し
に、12月上旬、小倉北区紫川沿い （ＴＯＴＯ・
リバーウォーク周辺）へ暮れゆく街の風景を
見に、そして3月下旬、咲きみだれる桜並木の
中で春を満喫しました。コロナウィルス感染予防策で、車窓からの
眺めとなりましたが良い気分転換となったようです。

〈クリスマス会〉

日頃のレクリエーションで豆まきの練習を重ね、節分当日
は鬼に扮した職員めがけて力いっぱい豆を投げ、ストレス
発散にもなったようです。
その後、福のお面をつけた年女の方と記念撮影をしました。

特 養

グループホーム

デイサービス

グループホーム

デイサービス

特養
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美咲ヶ丘だより
　「東京オリンピック」を応援しようと、特養入所者様と職員の手形や足
形を取り、「五輪」を制作しました。（手が拘縮した方は足形を取りました。）
完成した五輪マークの中から自分の手形・足形を一生懸命に探し

出すのも楽しそうでした。
　また、ご面会のご家族様にも大変喜んでいただきました。
　無事に東京オリンピックが開催されますように…

PART 1

美咲ヶ丘掲示板美咲ヶ丘掲示板

東京オリンピック応援企画

PART 2 楽しい手作り

昨年から新型コロナウイルス感染拡大により、緊急事態
宣言など、かつて経験したことのない不自由な暮らしが
続いております。
美咲ケ丘においては、皆様のご協力のおかげで４月

上旬現在までコロナウイルス感染の発症者はおりません。
職員一同、皆様の健康を守るべく邁進しておりますので

ご安心ください。

新型コロナウイルス感染症対策について

　デイサービスでは、四季折々を感じていただ
こうと、さまざまな手作りをしています。
絵手紙・ぬり絵・お花制作など、皆様の経験豊

かな知恵を出し合い完成した時の満面の笑みに
職員も癒されています。
デイサービスのホールには、早々と春が到来

しました。

春になりました！！～未来に希望を持って～

今年は

丑年！
新年を迎えて

コロナ禍においても、木々は芽吹き、花々は咲き、春の訪れを知らせてくれます。

 明るい未来が来る日を待ちましょう。

コロナ禍においても、木々は芽吹き、花々は咲き、春の訪れを知らせてくれます。

 明るい未来が来る日を待ちましょう。

デイサービスグループホーム

デイサービス特養

「丑」の字に糸へんをつけると「紐」という字になります。
美咲ケ丘は、今年度も入所者様・利用者様・ご家族様、そして、
地域の皆様をしっかり結ぶ「紐」になるべく、笑顔の架け橋になります。

「丑」の字に糸へんをつけると「紐」という字になります。
美咲ケ丘は、今年度も入所者様・利用者様・ご家族様、そして、
地域の皆様をしっかり結ぶ「紐」になるべく、笑顔の架け橋になります。

編 集 後 記編 集 後 記
今までとは違った日常を過ごし

た１年でしたが、そのような中でも
入所者様・利用者様の穏やかな
日々を綴った春号になったのでは
ないでしょうか？
これからも変化に対応しながら、

笑顔あふれる美咲ヶ丘でありたい
と思います。

お知らせお知らせ

～ご面会について～
　ご面会は、状況の変化に伴い
一定の制限を設けながら、随時
変更させていただいております。
今後につきましても、ご協力の

程、よろしくお願い致します。

美咲ヶ丘版「アマビエ」

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！

特養では、お正月らしく、あちらこちらで初笑いが聞かれ
ました。
　皆様思い思いのお多福が出来上がり、かるた大会では
「どこにある？」と皆で協力して探す姿が微笑ましく楽し
いひとときでした。

今年は、コロナウイルス感染防止のため、恒例の
初詣を自粛しましたが、デイサービスでは「美咲ケ丘
八幡宮の鳥居」を、グループホームでは小さな「お社」
を手作りし、それぞれ絵馬に願い事を書いて参拝して
いただきました。穏やかな一年となりますように！

　特養とデイサービスでは、「丑」のちぎり絵制作に取
り組みました。
皆様が「密」にならないように配慮しながらの細かい作業

でしたが、とてもかわいいちぎり絵が出来上がりました。
ちぎり絵は、指先の訓練や空間認識能力向上・認知

症進行予防にもなり、楽しいリハビリとなりました。

初笑い

初詣

ちぎり絵


