
まこと通信は、「まこと」とご利用者様・ご家族様の情報共有のひとつとして発刊しております。まことの提供サービス

を紹介し、実施している内容に対して少しでもご理解とご協力をいただき、よりよい介護サービスの提供に努めて参り

ます。発刊は毎月１０日を予定しています。

夏 祭 り

今年も、まこと夏祭りが盛大に執り行われました。ご利用者様・ご家族様・ボランティアの皆様そして職員に感謝申し上

げます。まこと祭りは、7月29日貝塚会場・30日弥生会場の2会場で２日間行っております。一会場160名程度のご参加を

いただいております。

まこと夏祭りは、今年で９回目を迎え、祭りの規模も毎年盛大となりました。

第一回は貝塚の小規模立ち上げ時に、「いつもとは違う食事を楽しんでもら

うこと、釧路の短い夏を少しでも感じてもらい季節感を持ってもらうこと、日光

に当たって元気になっていただくこと」を考えて、「外で食事を楽しむ会」として

開催いたしました。今では、ご家族様のご協力・ボランティア様のご協力・職員

の協力と多くの方々のご協力によって地域の皆様の参加が得られるような会

として、盛大に行われるようになりました。ご協力いただきました皆様方には、

この紙面をお借りいたしまして、深く感謝申し上げます。

さて、七月八月は全国各地で夏祭りが行われています。夏祭りはそもそも

「何のために行われるのか?」「その意味は?」と調べてみますと、仏教行事とし

て行われているものや、七夕のように奈良時代に伝わり、日本にもともとあった棚機津女(たなばたつめ)の伝説と合わ

さって生まれたものや、祇園祭のように疫神や死者の怨霊などを鎮めなだめるために行われ、無病息災を祈念するよう

になったと言われているものなどがあります。関西・関東の夏は、ジメジメと蒸し暑い梅雨の後に37度になる猛暑。食べ

物も腐りやすく、脱水等も起こしやすい。気温が高く、夜も寝付けず、体調も崩しやすい。無病息災を祈念したのは容易

に理解できます。

しかし、釧路で生活している私たちは、夏が暑いのはわかりますが、40度を超える日が続く辛さを実感されている方は

そう多くはないと思います。実は釧路は夏の時期を過ごすには、非常に良いところなのです。その場所にずっと住んでい

ると、その良さが身近すぎて気づかないことが良くあります。釧路に夏の間、長期滞在される方の人数が、北海道で6年

連続一番なのは皆様ご存知でしょうか？昨年は863組1311人、述べ22,105日だそうです。一日1万円を釧路で使っていた

だいているとしたら、2億2千万円が釧路に入ったことになります。釧路もここ数年暑い日が何日かありますが、すぐにい

つもの涼しい釧路になります。暑くて夜が眠れないということもありません。天然のクーラーといわれる釧路で、街全体が

一定の過ごしやすい気温である釧路で生活できることは、日本中の方々の憧れの場所です。特に、クーラーによる冷え

性や温度差により体調を崩しやすい方には、もってこいの場所です。また、北海道で4番目の道東を代表する都市です

ので、大抵のものは揃っており、生活するうえでの不自由さは何もありません。どうしても必要であれば、アマゾンを使え

ばほとんどのものは手に入ります。

沖縄の職員と話をすると、沖縄の地元の人は夏に海水浴場で水着で泳ぐ人はいないそうです。どうしても泳ぐときには、

みんな、Tシャツを着たまま泳ぐそうです。夏は台風は来るわ、暑いわで、沖縄は夏は住むところではないと本音をポロリ

といいます。しかし、彼らは絶対に県外者の前で本音を語りません。CMの青く澄んだ海とマリンスポーツをする沖縄のイ

メージを県外の人に楽しそうに伝えます。県外の人は彼らに魅了されて沖縄やハワイを目指して旅行します。私は、わざ

わざ高いお金をかけて旅行して、軽度熱傷になったり、暑さをさけて人ごみでごった返す建物の中のアトラクションを楽し

んだりしに行く必要があるのかと思います。

道東の自然の中で、おいしい空気・おいしい水・おいしい食べ物を天然クーラーが効いた中で楽しんでもらえればと思

います。釧路は何にもないではなく、人から聞かれたら、「釧路は真夏でも20度で過ごしやすいよ、食べ物もおいしいよ、

夏でもカキが食べれるよ、空気も水もおいしいよ」とキラキラした目で話してくれるといいと思います。若い人の感性で、さ

らに釧路の魅力を釧路以外の人に伝えることが必要です。特に、高齢者にとっては過ごしやすい街です。

まことの関連会社で自費サービスを行っています。障がいがあっても釧路での滞在を楽しいものにするように様々な外

出支援サービスがございます。ご活用いただき、充実した日々が送れるようにご支援いたしますので皆様よろしくお願い

いたします。

平成２９年８月１０日 発行 小規模まこと ほのぼの日記

「一日、一笑」を目標にまことに来ると毎日がレクリエーション活動のように楽しんでいただけ
るよう試行錯誤で頑張っています。

西﨑の奮闘記

7月29日に行われた「まこと夏祭り」も無事に終わり、管理者の立場として安堵している次第でございます。これもご家族様を始め、

各ボランティア様、ご近所の皆様方のご協力があっての事だと感謝しております。

さらに振り返ると、7月は中旬頃まで暑い時期が続いておりました。当事業所でご利用されているご利用者様達も、普段は比較

的厚着で過ごされる方達が多いと感じておりましたが、流石に薄着で過ごされる方も多々見られ、「外よりも、まことの中の方が涼

しくて過ごしやすい」というお言葉も聞かれておりました。私達、介護職員がご利用者様の健康上、最も意識しなければならないこ

ととして、やはり「熱中症」や「脱水症」などに気を付け、外出レク時や外での体操時の長時間の直射日光、水分摂取量を普段以

上に配慮してご支援させて頂いておりました。幸い、ご利用者様達も特に症状がみられず健やかに過ごすことが出来ていたと感じ

ております。また4月に入社した、新人職員達も健やかに育って来ており、任せられる業務も大方増えていると評価しております。

介護の仕事に対するモチベーションが高く、個々のご利用者様の身体介護や関わり方の相談や報告をやり取りしながら、介護

リーダーを始め、先輩職員とディスカッションしている様子が度々見られております。どのような場面でも「連絡」「報告」「相談」（簡

略して、ホウレンソウとも言いますが）が必要不可欠で、自分自身を見直し向上させる最良の手段だと感じ、管理者側としても職員

に日々指導している次第でございます。

外出レク① 外出レク②

今月の外出レクは
コープさっぽろへお
買い物に行ってきま
した。こちらのご利用
者様は「家で奥さん
と一緒に食べるん
だ」とせんべいやクッ
キーなどを購入され
ました。

今日は待ちに
待ったまこと祭りで
す。素敵な歌声に
笑顔で手拍子をさ
れながら「上手だね
～」と喜ばれていま
した。ご利用者様と
そのご家族様で一
枚、楽しまれており
ました。

まこと夏祭り②

腕相撲勝負！！

まこと夏祭り①

余暇活動

外出レク2回目は

厚岸までドライブ

に行きました。コン

キリエでソフトク

リームを食べたり、

水族館を見学した

り、お土産屋さんを

周ったりと皆さん

楽しまれました。

皆さん楽しみにし

ていたお食事タイ

ムです。おにぎり、

焼きそばなどの出

店があり、「焼き鳥、

お肉柔らかくて美

味しいね」などの声

があり、皆さん楽し

くお食事をされてい

ました。

今月から当事業
所を利用して頂いて
いる方です。

ソファーで休まれ
る事も多いですが、
レクの声掛けをする
と積極的に参加して
くれます。この日は、
長くて立派なドミノを
並べてくれました。

今日は職員と利

用者様で腕相撲大

会をしました。
周りの方からの声
援にお互いまけな
いぞと灼熱としたバ
トルを繰り広げてい
ました。すごく盛り
上がった一日にな
りました。



グループホームまこと ほのぼの日記

☆天気の良い日は外に出掛けよう！家の中でも、何か楽しい事はないかな？

事前に計画した行事は少ないのですが、思い立ったが吉日！
何でもやっちゃおう！の精神で毎日楽しんでいます。

柴田の奮闘記

８月に入り、港祭り真っ最中。本日はシルバー作品展の見学に行ってきました。自分たちの手がけた作品です。他の方たちの

作品も観て参考にしながら、来年に向けての作りたい物リストが埋まりそうです。

さて、今年に入り、入退居が続いている事は以前の通信でもお伝えしたかと思います。複数の方の入れ替わりが重なると、

ホーム内では心がさわさわと騒ぎ出す方が多くなります。新しく仲間になった方は、どうして我が家があるにもかかわらず、泊まら

なくてはならないのか？理解できません。でも、当たり前です。私だって自分の家があるにもかかわらず、〔今日からここで暮らし

ますよ〕と言われても、理解できません。ましてや、いきなりの集団生活に、周りは知らない人だらけ。不安だし、家族のことは気

掛かりだし、家に帰る手段を探します。いつ帰れるの？って、何度だって聞きます。泊まってご飯まで頂くのですから、お金のこと

だって心配です。夜中、目を覚ます度に自宅と勘違いしてしまうでしょう。新しく仲間になった方達もその不安を毎日感じています。

私たちと何にも変わりません。分かってはいるけど、それでもその不安な気持ちや行動が夜中に溢れ出すと、夜勤者一人では対

応しきれません。複数人が同時に帰りたい気持ちに駆られて、ふらふらよたよたと或いは勢いよく行動を始めます。グループホー

ムまことは要介護度の重い方たちばかりです。職員の介助を要する方たちばかりなので、夜勤者の悲鳴と疲弊が増えてきていま

す。一人で出来ることには限界があり、優先順位をつけたとしても、せめて転ばせないように･･･。この時期も長くは続かないと分

かってはいますが、現在、対応に苦慮しているのが本音です。

小規模やよい ほのぼの日記

喜びや楽しみはもちろん悲しみも共有しながら、それぞれの個性を大切に生活を送ってい

ただけるように、安心・安全をモットーにサービスの提供に努めます。

勝水の奮闘記

今年も、やって来ました夏まつり！！予報では「雨」でしたが、晴れました。始まりはあまりお天気はよくありませんでしたが、さ

すがやよい、途中からお祭り日和となりました。ご利用者様からは、「焼き鳥」「焼きそば」どれも美味しく「どうやって作るんだろう」

と言う声も聞かれていました。焼き鳥の柔らかさは、職員の秘伝が生かされています。何事も無く、無事終了したことに感謝です。

今年の夏まつりにご参加できなかったご家族様、来年度は是非是非参加してみて下さい。いつもとは違う、感動があるかも知れ

ません。

7月にお誕生日を迎えられたご利用者様方のご希望で、お寿司を食べに行って来ました。以前より、新聞のチラシを見ては、

「いいね。食べたいね～」とおっしゃられていましたので、行き先はすぐに決まりました。お寿司屋さん店内でのことです。バース

デーカードをお渡しすると、急に顔を歪められ、口元を押さえ、涙ぐまれました。「祝ってもらう歳じゃないよ」と言われながらも、嬉

しそうで、何度もカードを見直しておられました。私が、このご利用者様の歳になり、祝って貰ったとして、こんなにも感情豊に居ら

れるだろうか、素直に喜べるだろうかと思い、良い年の重ね方をしたいものだと思いました。それにはどうしたらよいのか。まだま

だ、皆様の下で、勉強させて頂きます。

一生懸命お手伝い

をしてくださいます。

「洗い物、手伝います

よ？」と率先してやっ

てくださいます。いつ

もありがとうございま

す。感謝！

外での焼肉レクを

予定していたのです

が、生憎の霧雨で外

で焼き、ホーム内で

の食事となりました。

でも、炭火焼の肉や

野菜は味が格別で

す。また企画します

のでご家族の参加も

よろしくお願いします。

八月のシルバ－作

品展に展示するひま

わりの花束です。
とっても綺麗に作れま
した。本物より綺麗か
も知れません。才能あ
りますね。ぜひ見学に
来てください！

今年の釧路は暑い
ですね。だからスイカ
も美味しいです。

暑い日は水分をたく
さん摂って、夏バテし
ないように、健康に気
をつけましょう！

娘さんとパチリ！
ちょっと緊張気味のお

母様ですが、この後、美
味しい焼きそばやフレン
チドッグ、歌のステージ
などで盛り上がりました。

今年はじめて夏祭り
に参加されました。

輪投げをして、ヨイ

ショなかなか思うとこ

ろに入りませんね。で

も、職員の分まで投

げてくれました。しっ

かりと景品は取りまし

たよ！

毎年、夏祭りを楽し
みされているご利用者
様です。この日も会場
を準備する前から「ま
だかなぁ♪まだかなぁ
♪」といった感じでそわ
そわされていました。
今年も楽しんでくれた
でしょうか？

夏だ！祭りだ！焼きそばだ！ 素敵な音楽を聴きながら･･･

やるからには本気だぜ！

7月30日はやよい会

場でまこと夏祭りでし

た。会場で、とても楽し

そうに焼きそばやフレ

ンチドッグを食べてい

ました。幸い天候にも

恵まれ皆さん楽しそう

にされておりました。

今年も待ってました！夏祭り！

こちらはまこと夏祭

り初参加のご利用者

様。実はこの2人おば

あちゃんと孫の関係

です。最近はあんまり

外に出なくなっていた

そうですが、この日は

「行ってみるかな」と

言って参加してくれま

した。

いつもはあまりゲー

ムに参加されないご

利用者様ですが、こ

の日は「いっちょ、

やってみるかな！」と

ノリノリ♪

最初は難しそうな表

情でしたが段々と慣

れ、職員より上手に

なっていました。

こちらは8月にあるシ

ルバー作品展に向け

ての作品作り。綺麗な

お花を折り紙で折り、

その花を木の枝に

飾っております。完成

が楽しみです♪

こちらも夏祭りの一

枚。ご家族様も来られ、

ステージでの演奏に

聞き入ってました。

「上手だねぇ～」と話

されながら、美味しそ

うにご飯を召し上がっ

ていました。

枯れ木に花を咲かせましょう♪

夏祭り初参加♪

まこと夏祭り① まこと夏祭り②

ひまわりの花束 焼肉レク

スイカをがぶり お手伝い



小さなデイサービス緑ヶ岡ホーム ほのぼの日記

「我が家スタイル」の緑ヶ岡ホームの日常です。今月も笑顔の絶えない利用者様との触れ合いを
綴って参ります。いつまでも「本物のお客様第一主義」を念頭に、職員一人ひとりが心配りをマメ
に行い、心から愛情をもって利用者様に接して参ります。

川村の奮闘記

8月に入っても、お天気や気温が変わりやすく夏らしい日を感じる日が無く、来所するご利用者様の体調管理に、朝ストーブを点

けホーム内を温めご利用者様をお迎えしています。朝夕は上着を手離せない日が続いていますが皆様は、如何お過ごしでしょう

か。

それでも草木は緑濃くなり、緑ヶ岡ホームの中庭の畑の作物は成長し、ズッキーニや水菜は何度か収穫が出来るまでになりま

した。ご利用者様と一緒に植えたじゃが芋は、白と薄紫色の花が満開となり収穫の日を待つばかりとなりました。

また、町内会の工藤様が正面玄関前の花壇に蒔いてくださったキンレンカは今、オレンジ色の花が満開となり、風にゆらゆらと

揺れながら可愛らしい姿で、来所するご利用者様をお迎えしてくれています。紫陽花が小さな蕾みをつけ始めました。もう直ぐ青

紫色の紫陽花が咲き、キンレンカのオレンジ色とのコントラストを楽しむ事が出来ると思います。縁側からも花を楽しめるように・・

と植えたポットの花も個性豊かに咲いています。毎年少しづつポットを増やして行こうと思っています。

さて、先週の3日･4日は、「まなぼっと1階・2階」で開催されたシルバー作品展にご利用者様と作品を見学しに出掛けて来ました。

作品展に向け全員で取り組んできた紙工作の花は、色鮮やかで目を引く展示となっていました。他事業所の作品も見学し「素晴

らしいね。」「また、皆で頑張って大きな作品を作りたい。」と感激と意欲的な声が聞かれ、とても嬉しく思いました。季節を感じられ

る作品作りに今後も、取り組んで行きたいと思います。

レッツ、ダンス

皆さん、若い時はダ
ンスを嗜んだ事がある
と思いますが「ツイス
ト」ってどう踊るの？

と話が盛り上がり

「こう、腰を振るのよ」と

立って踊ってくれまし

た。上手でしたよ。

ガーベラの花瓶

「私、このガーベラ
を作って花瓶に差し
て持って帰りたい」と
話され、頑張って作り
ました。上手に出来
て笑顔でピース。

日曜大工

緑ヶ岡デイに新しく

手擦りが付きました。

流石、男性ですね。

日曜大工が得意な

ご利用者様に手伝っ

て頂きました。とって

も上手で、カッコ良

かったですよ。

ガーベラキャップ

可愛い小さな帽子を
見つけたのでガーベラ
の花を飾って見ました。
被っているご利用者様
も可愛らしい方なので
帽子がとってもお似合
いですよ。

おやつ作り

今月のお誕生日会
のおやつは、暖かい
日が続いていたので
アイスにしてみました。
美味しいそうなイチゴ
も頂いたのでイチゴ
パフェにしました。あ
ま～いイチゴでしたよ。

この花は？

花瓶に綺麗に咲いて

いる、この花は？ 今、

緑デイの畑には、見事

なじゃがいもの花が満

開に咲いています。秋

になって収穫するのが

楽しみですね。 きっと

豊作ですよ。

馴染みの物に囲まれた、くつろぎのある暮らしの中で、その人らしい生活をして頂きた
いと願っております。「共に考え、共に学び、共に生きる。」を目標に職員一人一人が
笑顔があふれた暮らしの提供を心がけたいと思います。

グループホームやよい ほのぼの日記

石黒の奮闘記

今年もまこと夏祭りが開催されました。天候にも恵まれ、多くのご家族様の参加で皆楽しそうでした。祭り前日では体調が優れない

方もいらっしゃいましたが、当日には回復されいつも以上に食事を召し上がれておりました。今年は７月の始めごろ、釧路には珍しく

夏日が三日連続で続いたことがありました。ご利用者様の中には「暑い」という方が大半ですが「寒くて・・・」と厚着をされている方も

いらっしゃいます。もちろん身体は汗でびっしょり濡れています。それでも肌着を３、４枚着ながらも「脱ぐと寒いんだわ」と更衣を嫌が

ります。本人に説明しても上の服を１枚脱がすことで精一杯です。ＧＨやよいでは１日の水分を約1500ｃｃ飲んでいただいています。

飲める方はいいのですが、飲めない方には品を変えたり、声かけや出すタイミングを工夫したりして提供しています。加齢によって、

体重における体内の水分量の比率は減少します。高齢者は約５０％しかなく、脱水症になりやすいのです。また、喉の渇きをを感じ

る「口渇中枢」も減退し、実際には水分が必要であっても、本人は喉の渇きを感じないという状況が生じてしまいます。水分が失われ

ても体が乾いている事を自覚しにくい為、水分摂取が遅れてしまうことが多くあります。そのため、脱水を引き起こす可能性が非常に

高くなるのです。来月には毎年行っております動物園見学があります。ご利用者様の体調に気を配り、当日は楽しんでいただきたい

と思います。お忙しい時期ではありますが、引き続きご家族様のご協力、ご参加をお願いいたします。

シルバー作品作り②

スイカをパクり

色々な食べ物や飲
み物を召し上がり、楽
しまれているご様子。
その他に、ゲームなど
を楽しまれ、沢山の笑
顔が見られました。

作品の素材を使っ
て顔に付けられ「綺
麗？」と一言。綺麗で
すねと答えると、ニ
コッと笑顔で「ありが
とう」と、その場面を
一枚。

この日は、シルバー
作品展の制作をしま
した。皆様真剣な表
情で綺麗に作られて
いました。完成が楽し
みです。

厳島神社例大祭

まこと夏祭り①

7月30日はまこと

夏祭りでした。たくさ

んのご家族様にも

参加して頂きまして

有難うございました。

その様子を一枚。

まこと夏祭り②

シルバー作品作り①

7月7～9日は厳島
神社でお祭りがあり
ました。9日には大き
な船も来ると言うこと
で、皆様で観に行き
ました。最後は祭の
風物詩かき氷を召し
上がり「美味しいね」
と言われていました。

ご家族様から頂い
たスイカをみんなで
召し上がりました。
皆様「美味しいね」
「夏はすいかだね」と、
言われていました。



安心安全な保育を提供し、保護者とともに歩みます。
家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりの個性を大切に育んでいきます。
子どもの笑顔・保護者の笑顔・保育士の笑顔を目指します。

まこと保育園 ほのぼの日記

種市の奮闘記

７月に短期入園の５才のお子さんが１名（在園児の姉）、８月１日から０才児２名入園し、現在１６名の在籍となっています。

また、連携企業も２社増え２３社となりました。新しい保育士も１名入社しましたが、０才児が増えたので「焼け石に水」と言ったと

ころでしょうか。それでも７月は釧路の短い夏をいかに子どもたちに楽しませようかと、遊学館前の噴水まで出掛けましたし、水遊

びの大好きな子どもたちにもっと水遊びをさせてあげたいと、５０ｍホースを用意して２階にある保育園から園庭まで水を引くこと

に成功し、お天気の良い日は、たっぷり水遊びを楽しんでいます。皆様からの、ベビーカーや絵本・おもちゃの寄贈で園内も大分

充実してきましたし、先日はリサイクルショップで滑り台を見つけ園庭に設置しました。園児が増え、職員が増え、小さい保育園で

すが、クラスに分けて保育することも可能になってきました。皆様のご協力にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。

我が子がまだ小さかった時に、先輩のお母さんからこんな言葉を教えていただきました。『子どもは自分の言ってるようには育た

ない。自分のしているように育つ』と、子どもに「嘘をつくんじゃない」「お友だちと仲よくしなさい」と口うるさく言って聞かせても、大

人が子どもの前でうそを言っていたり、隣近所と上手にお付き合いできなければダメなのです。どんなことにも当てはまる言葉だ

なと思い、町内会活動や、ＰＴＡ活動、また職場でも参考にしてきました。お父さんお母さん、子ども達が、しっかりした社会人に成

長できるよう、私達大人も良いお手本になっていきませんか？（唯一、一番身近な夫に実践できていません・・・残念！）

お知らせが遅く

なってしまい、参加

できなかったご家

庭もありましたが、

5家族16名で動物

園へ行ってきました。

来年は、皆で行け

るよう、４月の年間

予定でお知らせい

たします。

暑い日が続いたの

で、おやつにアイス

をいただきました。

小さいお友達も、上

手になめていました。

衣装を着けるの

はイヤだけど、

ダンスはまかせて

ちょうだい！！

センターで踊らせ

ていただきます！

２階のトイレから、

なが～いホースを

使って園庭に水を引

き水遊びが出来る

ようになりました。

準備と片付けが大

変ですが、子どもた

ちの笑顔を見たい

からがんばります！

遊学館前の流れ
る水遊び場で、
お友だちの手から
離れ流されていく
保育園のオモチャ
を両手いっぱい拾
い集めてくれました。

おままごとのお家
で遊んでいると、
玄関のピンポンを
押して、なぜか通り
抜けられるような気
がするんだよね。
１才児さんの可愛
らしい仕草です。

動物園親子遠足 暑い日にはアイス！！

まこと夏まつり 夏はやっぱりプールでしょ！

ぼくがやらなきゃ・・・ とおれるとおもうんだけど・・・

堤の奮闘記

釧路も暖かい日が続くようになり、日中は窓を開けて過ごす日々。暖かい日が続きますので、脱水にならないように水

分補給はこまめに取ってくださいね。

さて、7/29・30と当社恒例行事となりました、まこと夏祭りが開催されました。大町デイでは、数名のご利用者様とご家族

様が参加してくださいました。うれしい限りです。ゲームや美味しい食べ物を満喫していただけましたでしょうか？ゲーム

の景品は何が当たりましたか？私たち職員もご利用者様やご家族様と一緒にお話をさせて頂きながら、楽しい時間を過

ごさせて頂きました。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。

また、8/2～6日まで、釧路市生涯学習センターまなぼっとで開催されたシルバー作品展を見学に行ってまいりました。

見学に行かれたご利用者様は、数々の作品を見られとても喜ばれておりました。事業所に戻られた際には、興奮気味に

職員へ「こんなのあったよ」等お話を聞かせていただきました。また、来年のシルバー作品展に向け、ご利用者様と一緒

にコツコツと頑張って壁画や作品を作成していきたいと思っております。

小さなデイサービス大町 ほのぼの日記

『利用者様と心をかよわせ、共に生活を支えあう』を、モットーに
スタッフ一同、日々頑張っております。

てるてる坊主

８月3日。まなぼっと

へシルバー作品展を

見に行ってきました。

色々な作品が並べら

れており、終始ご利用

者様から喜びの声や

感動の声が聞かれま

した。また来年も見に

行きましょうね。

花火の壁画が完成

しました。みんなで協

力し、綺麗に作り上げ

ました。作り終え、実

際に壁に貼ってみると、

「本当の花火みたい」

「最高に綺麗だね」と

話され、ご利用者様の

笑顔がたくさん見られ

ました。

週に１回、事務職員

がカラオケレクを担当

してくれます。いつもご

利用者様は明るく元気

に歌い、大町デイの中

は素敵な歌声に包ま

れます。これからもそ

の歌声を私達職員に

聞かせてくださいね。

ネイルサロン

シルバー作品展花火

バイクと一緒に

カラオケレク

大町デイにはバイク

が大好きな職員がい

ます。その職員がこの

日バイクで出勤。天気

も良く暖かかったので

外に出て、記念に１枚

パシャリ。

素敵な笑顔が見られ

ました。

大町デイはネイル

サロンでもあるんです。

管理者の堤がマニ

キュアを持参して、爪

を可愛く素敵に仕上

げます。そしてご利用

者様は大喜びです。

どんな色、模様になる

のかいつも楽しみに

されています。

軍手で作ったてるて

る坊主。軍手の指先

を切って、綿を詰め、

リボンを付けたり顔を

書いて可愛く出来上

がりました。色々な表

情のてるてる坊主が

完成して、見ているだ

けで心がほっこり。



 
 

 

名
名
名
名

名

小規模多機能型居宅介護まこと 5 0154-41-3633 西　　﨑
施　設　名 空き人数 備　考　 お問い合わせ先 ℡　　　 担当者

グループホームまこと 0 0154-41-8355 柴　　田
アシストリビングホームまこと 1 0154-41-3633 西　　﨑

小規模多機能型居宅介護やよい 空き有り 0154-64-5210 勝　　水
グループホームやよい 0 0154-42-2078 石　　黒

小さなデイサービス緑ヶ岡ホーム 空き有り 0154-46-4890 川　　村
アシストリビングホームやよい 0 0154-64-5210 勝　　水

小さなデイサービス大町 空き有り 0154-42-8377 堤

現在の空き状況現在の空き状況

発行：株式会社リハビリサポートまこと
住所：釧路市大町５丁目２番２１号 電話：0154-44-7733 発行責任者：代表 山田 勝雄

８月８日現在

ごころこめて の住み慣れた場所で もに築きます

随時ご相談に応じておりますので、
どんな事でもお気軽にご連絡ください。

ごころこめて の住み慣れた場所で もに築きます

ケアプランセンターまことからのお知らせ

ケアプランセンターまこと 管理者 髙橋
TEL 0154-68-5531 FAX 0154-68-5399

職員紹介

8月になり、釧路の夏は終わってしまったのかと思うくらい、気温の差が大きくなっています。温かいと

思ったら急に寒くなったり、大雨になったりと天候の不安定さが目立ち、体調を整えるのも大変なので、皆

さま十分にお気を付けください。7月29日、30日にまこと・やよいの夏祭りがおこなわれました。皆様のご協

力のもとお天気にも恵まれ、事故もなく終了できました。ご利用者様の笑顔に触れられたとても楽しい時

間でした。これからもご利用者様の笑顔が見られるよう、業務に努めてまいりたいと思います。まずは介

護保険って何というご質問にも丁寧にご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

まこと保育園からのお礼！
５月より、ご家庭・施設等でご不要になりました幼児用製品のご寄付を募ってまいりまし

た。この間、ベビーカー・絵本・おもちゃ・子供服など沢山のご寄贈を頂きました。心温ま

るご対応を頂きましたことに心よりお礼申し上げます。早速、園で活用させていただいて

おります。より良い保育と楽しく安全な保育園を目指し、保育士が一丸となって取り組ん

でまいります。今後とも、深いご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、お礼の言

葉に代えさせていただきます。

種 市
（まこと保育園 園長 保育士）

４月１日入社

赤ちゃんの保育は、30年前
の我が子と昨年の孫でした。
みんなに笑顔をとどけられる
ように頑張ります。よろしくお
願いいたします。

丹 羽
（まこと保育園 保育士）

４月１日入社

毎日可愛い子どもたちに囲ま

れて幸せです。これからも、持

ち前の明るさと笑顔を忘れず

保育していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

まことクイズ

～今月の問題～

この写真の建物の名前は何でしょうか？

（釧路市のコミュニティセンター）

１．コア鳥取 ２．コア大空 ３．コアかがやき

連絡先 まこと保育園 園長 種市
TEL0154‐65‐5371 FAX 0154‐65‐5372

平成29年度シルバー作品展に出品
平成29年8月2日（水）～6日（日）に、釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）で行われたシル

バー作品展に出品いたしました。この作品展に向けて、各施設のご利用者様が一生懸命作品作りに

取り組んでいます。

『小規模多機能型居宅介護まこと』

『グループホームまこと』

『小規模多機能型居宅介護やよい』

『グループホームやよい』

『小さなデイサービス緑ヶ岡ホーム』 『小さなデイサービス大町』

〇アジサイ飾り〇お手玉ウサギ〇てるてる坊主の風鈴飾り〇

グラスサンドアート〇折り紙リース〇ハートのリース〇ストラッ

プ〇蝶〇写真立て〇マカロン〇ティッシュケース〇海のいき

もののれん〇きめこみ〇タオルアート〇お地蔵様〇蛙〇アサ

ガオ

〇ペットボトルキャップ針刺し〇ひまわり壁画〇ペットボトル

カレンダー〇折り紙の梅の花〇バラとカーネーション壁掛け

〇折り紙吊るし飾り〇鯉のぼり〇貼り絵〇LEDランタン

〇薔薇のリース〇藤の花のボード〇紫陽花ボード〇百合の

花のカップ〇ガーベラの花のラチス〇帽子〇タオル・毛糸の

子犬〇巻き紙工作・ハート・蝶

〇壁画お雛様〇ウサギのお手玉〇桃太郎＆こいのぼり〇

素敵な下駄飾り〇アジサイ飾り〇一閑張りのかご〇カンカ

ン帽〇富士山のペン立て〇お正月飾り〇敷物〇クロー

バーのストラップ

～先月の問題～

この写真の建物の名前は何でしょうか？

１．鳥取温水プール ２．釧路町温水プール

３．阿寒町スポーツセンター

答えは２番の釧路町温水プールでした。


