
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。

まこと夏祭り

今年も7月28.29日とまこと夏祭りが晴天の中とり行われました。ご家族様・ボランティア様、

職員の協力により、ご利用者様には事故なく、楽しいひと時をお過ごしいただきました。私も

２日間で真っ赤に日焼けし、釧路の夏を体感いたしました。

28日の貝塚地区は164名のご参加をいただき、29日のやよい

地区は190名のご参加をいただきました。もともと「まこと夏

まつり」は、年に一回ぐらいは、釧路の短い夏を少しでも楽し

んでいただき、外でバーべキューを楽しんでいただければとの

思いから始まり、今回で８回目になります。

今では、大勢のボランティア様のご協力により、毎年盛大に

なり、輪投げや・的当て、くじ引き、ヨーヨー釣りなどのゲー

ムに、焼きそば・焼き鳥・フレンチドッグ・綿あめにかき氷・

ジュースがあり、余興も28日は太平洋太鼓保存会様による太鼓、

sin釧路魂様のよさこい、29日は桜裕二様の歌謡ショー、プア

メリアファミリー様のフラダンスをお願いしました。

「何かをする」ということは必ず誰かの力を借りており、今

回のような企画は、実に多くの方のご協力をいただいておりま

す。実行委員長の佐藤さんは齢も若く経験値も低いですが、実

に一生懸命こなしてくれました。やり取りを通して、折衝力・

コミュニケーション力・企画力が身につき、こういうイベント

の楽しさ、達成感をより実感できたと思います。

例えば、テントやテーブル・椅子は毎年、釧路養護学校様か

らお借りしています。運ぶためのトラックの種類を決めてレン

タルします。運転手と荷物運び係を用意します。勤務の都合が

つかないなどいろいろな意見がでます。そこを調整していきま

す。余興の皆様とも交渉が続きます。２日間難しく、他の方と

の日程の調整がギリギリまで続きます。毎年恒例になった食べ

物もフレンチドッグを上手に揚げるために一度練習します。露

店と比べると生地が少し薄かったようで膨らみがいまいちです

が、ソーセージが好きな人にはこちらの方がいいといえます。

ゲーム類もメニューは変えていませんが、担当者は毎年違います。ボランティアで来てくれ

ている大地みらい信用金庫の方々は職員よりも動きがいいです。

一つの仕事には実に多くの人の協力を得ていることを知り、ますます人に感謝する気持ちが

生まれます。さらに、日常の仕事の背景について知る事、考えることにもつながり、ご利用者

様・ご家族様の気持ちを察することができるようになります。

平成３０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。

NHK見学① NHK見学②

NHKに見学に
行ってきました。
NHKに関するDVD
や資料など、皆さ
ん真剣に見ておら
れました。「いや～
勉強になったわ」と
話され、楽しまれ
ておりました。

待ちに待ったまこ
と夏祭りです。天気
にも恵まれ、良いお
祭り日和です。太鼓
演奏やよさこいで大
盛り上がりでした。
こちらはお越しいた
だいたご家族様と
撮らせていただきま
した。皆様、素敵な
笑顔です。

まこと夏祭り②

まこと大運動会②

まこと夏祭り①

まこと運動会①

実際のスタジオ
でカメラとニュース
体験をしました。
大きいカメラで他
のご利用者様を写
し、操作の仕方を
学びました。「こん
なに重たいんだね
～」と貴重な体験
をさせていただき
ました。

まこと夏祭りでの
もう一枚です。食べ
物やゲームがある
模擬店を周り、楽し
まれておりました。
「かき氷美味しいね
～」と夏を満喫され
ておりました。

七夕も近いという
事で、七夕大運動
会を紅白に分かれ
開催しました。こち
らは、パン食い競争
の写真です。シュー
クリームを目指し頑
張って車イスを自走
されていました。

まこと大運動会で
のもう一枚。こちら
は、借り物競争で
す。見事お題に
沿ったものを借りら
れました。皆さん沢
山笑い、楽しんで
頂き、私達職員も
嬉しかったです。

西﨑の奮闘記

7月は「暑い」というより、「ムッとする」という表現が正しいかな？と個人的な感想でございます。当小規模多機能では暑さ対策として、

水分補給は勿論、窓の換気など基本的な対応策を講じております。当小規模多機能で宿泊されているご利用者様、アシストリビング

で入居されているご利用者様も衣替えをしており、夏らしい服装をしている方、普段と変わらない服装をしている方など、それぞれこ

だわりの中、共同生活を営んでおります。ともあれ、釧路市でも「熱中症」が原因で何度も緊急搬送されていた時もあったとお聞きし

ております。したがって、十分に配慮して日々の健康を見守り、促しを行っていきたい所存でございます。特にご高齢者の方は「あま

り水を飲むとトイレばかりに行ってしまう」というお言葉も聞かれております。決して我慢せず、健康を第一に過ごして頂きたいと望み

つつ、促している次第でございます。一方で外出する機会も多く、見学レクや散策レクなど普段よりも多い回数で取り組んでおります。

効率として、回数を多く分けることで外出するご利用者様の人数×職員の人数など調整する目的もあり、背景として介護職員の人員

も懸念するべき所もございます。7月28日に貝塚地区で「まこと夏祭り」が開催されました。おかげ様で特に大きな事故もなく無事に終

了しております。ご利用者様もご家族様と祭りを楽しまれ、普段は車椅子の方も何名か介護職員の支援で歩行して移動され、普段以

上に身体を動かされているご様子も見受けれました。他、「まこと畑」も順調に育っており、今年のテーマは「ご利用者様が栽培する」

ことを掲げて取り組んでおります。特にアシストリビングで入居されている方達は自立度が高い方が多く、その方達を中心に取組んで

いる次第でございます。ご利用者様もご自分の日課として捉えられており、「責任を持って関わっている」と話されております。8月が

過ぎれば収穫の時期でもありますが、当小規模多機能の畑では昨年、台風の影響で一部の収穫しか出来なかったことがございまし

た。今年こそは、どうか無事に育てと祈るばかりです。



 

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！

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。

石井の奮闘記

皆様初めまして。２階管理者をしております石井です。今月は柴田に代わりましてホームの様子をお伝えします。

７月に入り釧路も気温が20℃を超える日が多くなり、ホーム内では「やっと夏が来たね」「アイスが食べたくなってきた」と会話が飛び交っ

たり、暖かさ重視だった衣類が涼しさを求めた物をすすんで着るなど夏に向けての準備は出来ています。

今月の話題は避難訓練に関して。最近地震・大雨・津波等の影響が日本全国で多くなり、災害への意識も強まっています。今回は全員

外へ避難しています。車椅子の方は階段を使用し、2階から1階へスタッフ2人で降ろします。初めて行うスタッフも多く、戸惑いや不安があ

る中で無事全員約7分で避難する事が出来ました。ですが、スタッフ全員が出来ないと意味がありません。防災管理者を中心に階段を使

用する避難方法を周知し、万が一の時に備えていきます。ＧＨまことの避難場所は第1が清明小学校、第2が青陵中学校となっています

ので、もし災害が起こった場合はこの2つを尋ねて頂けると幸いです。さて、少し暗い話が続いてしまったので明るい話題もご紹介したい

と思います。夏といえば「バーベキュー」と思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ホームも毎年恒例の焼肉レクを行いました。なん

と今回は総勢38名となり、たくさんのご家族様に参加して頂きとても嬉しく思っています。前例の反省を生かしながら、レク委員が準備をし

てくれていました。当日は晴天に恵まれ、ポカポカ暖かい中で行う事が出来ました。お肉・魚介類・野菜・うどん等、色々ある中で一番人

気だったのが「とうきび」でした。かぶりつく方や器用に一粒ずつ取って食べる方、それぞれ好みの食べ方で楽しみました。最後には満腹

で眠気がさしてきている方、「美味しかったー」と声をかけてくれる方もいて、スタッフもお腹いっぱいになりました。28日に開催されました

まこと夏祭りにもたくさんのご家族様に参加して頂き、ありがとうございました。

毎日、体操で体を

ほぐした後は、色々
なレクを楽しんでいま
す。今日は風船バ
レーです。窓を開け
ていた為、「何処に飛
んでいくかわからな
いよ」「そっち行った
よ」「〇〇さんだよ」と
言葉を掛け合い、大
盛り上がりでした！

7月28日、快晴。今

年もまこと夏祭りが
始まりました。皆さ
ん、終始楽しく、
ゲーム・模擬店を満
喫しました。楽しい
時間はあっという間
に過ぎ、来年が待ち
遠しいですね！

毎年、恒例1・2階

合同の焼肉レクは
天気に恵まれ、焼
肉日和でした。ご家
族様と一緒に楽しみ、
たくさん食べ「最後
のすいかもおいし
かったね！」と話さ
れていました。

今年のシルバー作

品展に向けて、作品
作りを開始しました。
細かい作業もお手の
物！スタッフも一緒に
毎日取り組んでいま
す。完成品をお楽し
みに！

調理レク

今回の調理レクで

は、餃子作りに挑戦し
ました。1つずつ丁寧
にタネを皮に包み、
ホットプレートで焼き
完成！昼食として皆
さんで焼きたてを食べ
ました。味はもちろん
絶品でした。

ホーム全体で避難

訓練を行いました。
今回は日中出火想
定で、実際に外まで
避難しました。その
後、ご利用者様に水
消火器を体験しても
らい、勢いよく出る水
に驚いている方もい
ました。

焼肉レク

作品作り

まこと夏祭り避難訓練

風船バレー

勝水の奮闘記

まこと夏まつりも、天候に恵まれ、暑過ぎず、寒くなく絶好のお祭り日和で迎えることができ、ご利用者様も「これは、普段の行

いだね。誰の行いかね」と笑いながら、楽しく1日を過ごすことができ、皆様とてもいい表情をされておられました。食事では、焼き

鳥、焼きそばと色々ある中で、去年のおにぎりと何処が違うのでしょうか、「おにぎり、美味しいね」と、特におにぎりの評判が良

かったようです。余興では、まこと保育園児のお遊戯に目を細め、フラダンスに体を動かし、歌謡ショーには、一緒に口ずさみ、手

拍子、拍手、プレゼント（まこと菜園で収穫したキューリにリボンを飾りました）と、まるで初恋の人に渡す乙女のように、「これ、渡

すの？」「これでいいの？」と何度も確認をされ、渡されておりました。（まこと菜園の温室ではない畑は、鹿の被害にあってしまい

ました。残念です。）

ご家族様が参加されたご利用者様は、普段私たちに見せて頂く笑顔とはまた違った笑い顔をされており、ご家族様の力を改め

て感じました。今年のまこと夏まつりに参加出来なかったご家族様も、来年のまこと夏まつり、今年のまこと大忘年会には、是非

是非ご参加して頂きたいと、職員一同思っております。月々の行事も、平日に行う事が多いですが、ご参加して頂き、普段のご利

用者様と、過ごして頂ければと思っております。とにかく、事故・怪我がなく無事に終えられた事に感謝いたします。ありがとうござ

いました。

ここ数日は、釧路でも気温が上昇し、暑い日が続いております。この後、屋外での行事、「焼肉」や「ミルキークラウン」来所も予

定しております。体調管理、熱中症に留意し、水分・塩分の補給にも努めてまいります。

たなばた

みんなでドライブ①

8月の七夕に向け

て、皆様と一緒に短

冊に願い事を書きま

した！「う～ん・・何

を書こう。」と話しな

がらもニコニコ顔。

素敵な願い事が書

かれていました！

まこと夏祭り①

ドライブレク2回目

は、恋問館へ行っ

てきました！お土産

コーナーをみたり、

活カニを見たりと、

とても喜ばれてい

らっしゃいました！

〆は、やっぱりソフ

トクリームです。

展示会用のコス

モスを作りました！

色とりどりの紙テー

プでとても華やかに

出来上がりました。

こちらは初めて、

まこと夏祭りに参加

されたご利用者様

です！楽しみにさ

れていたので焼き

そばなど食べ「美味

しかった」との声が

あり、楽しまれてい

たご様子でした。

まこと夏祭りで

す！美味しい焼き

そば・フレンチドッ

グ・焼き鳥・わたあ

め・カキ氷をお腹

一杯食べ、クジや

ゲーム、ヨーヨー

すくいをして皆さま

楽しまれていらっ

しゃいました。

とても晴れた日に

「こんなに良い天気

なら、どこかに行き

たいね♪」というこ

とで、ドライブに

行ってきました！

釧路をぐるーっと一

周して、目をキラキ

ラ輝かせて、戻ら

れました。

まこと夏祭り②

みんなでドライブ②

コスモスつくり



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

長雨も上がり、じめじめとした鬱とうしい時期から一転。8月に入り気温の変動が大きく、急激な気温の上昇に体調は崩されてはいません

か？ホームでは、脱水にならないよう、こまめな水分補給を行なっています。

先月の28日29日は、恒例のまこと夏祭りが開催されました。この日もお天気に恵まれ、たくさんのご利用者様、ご家族様の参加が有り大盛

況で終わることが出来ました。緑ヶ岡デイサービスでは、仲良し4人組のご利用者様が参加してくださいました。お化粧をして、いつもより少し

おしゃれをして参加してくださり普段とは雰囲気が違い、若々しく生き生きして見えたことがとても嬉しく思いました。また、緑ヶ岡ホームのボラ

ンティアさん3名様もお忙しい中お時間を作り参加してくださり、本当にありがとうございました。

さて、緑ヶ岡ホームの玄関前の小さな花壇には、紫陽花のつぼみが膨らみ始め、キンレンカのオレンジ色の鮮やかな花が咲き、陽あたり

の悪い庭先を明るく映し、ご利用者様をお迎えしています。ホームの畑は、じゃが芋の花が終わり、土の中では秋の収穫まで、スヤスヤと眠り

成長している事と思います。今年も、まこと保育園の園児と一緒に秋の収穫を楽しみたいと思います。

今月のレクリエーションは7日から「織姫になって・・・写真撮影！」を企画しました。レースとスパンコール仕立てのドレスを着て、口紅を差し、

ご利用者様と作った帽子やブーケを着け「はい！ポーズ」笑顔がいっぱいで賑やかな撮影会をしました。撮影会は来週の月曜日まで行い、ド

レスを着るという非日常を楽しんで頂ければと思います。素敵な姿を写し、お誕生カードにしてプレゼントしたいと思います。 また、ホーム内

では、引き続き「四季の花」をテーマに９月開催のシルバー作品展に向けての作品作りにラストスパートをかけ仕上げに入っています。 「ク

ローバーと小花」は、細かい作業でしたが一つ一つ丁寧にまとまり、リアルな作品となりました。コスモスの壁面飾りも、パステルカラーで可愛

らしい作品となっています。是非、お時間がございましたら会場に足を運んでいただけたら幸いです。

ハイビスカス

今年は珍しく数日暑

い日が続きました。

緑ヶ岡ホームでは、

常夏のハイビスカス

のレイやリース作りで

南国気分です。

初物

ご利用者様からの頂

き物です。初物なので

触ってみました。美味

しい音がしましたか？

食べてみればわかり

ますね。昼食で頂きま

したが、「甘～い！」の

連続でした。美味しい

スイカ、どうもありがと

うございます。

おやつレク

レクの日は気温30

度超えで熱気ムンム

ンの中、ホットプレー

トで鈴かすてら作りを

しました。額から汗を

流しながら、一生懸

命作りました。中身は

餡子とチョコです。人

気はやっぱ餡子で

しょう！

活気的

まこと祭り

恒例のまこと夏祭り

は、お天気にも恵ま

れ、緑デイ美人娘？4

姉妹？美味しい焼き

そば、フレンチドッグ、

ゲームも楽しまれて

いましたよ。皆さん、

くじ引きでは何を引い

たのでしょうか？

ラベンダー

お父さんにプレゼン

トと大喜びのご利用者

様。ペーパーフラワー

で作ってみました。ラ

ベンダーに香りをつけ

てみました。本物と瓜

二つです。

某均一で買って来

た型開けパンチ。 女

性やご利用者様でも

硬くて、10枚開けるの

がやっと。 何と、ボラ

ンティアさんが作って

くれました。 さぁ～こ

れから、沢山できます

よ～パンチで困って

いる方、代行アルバ

イトしますよ。

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

釧路もだんだん暖かくなってきました。ですが施設内では、日によって温度にばらつきがあり、温度調節が大変

です。例えば早朝から晴れている時は、居室とリビングの窓を開けておかなければ、１０時の段階で２７、８度に

上がってしまいます。気づいたときに窓を開けてもすぐに温度は下がりません。夜勤職員は業務を終え、その時

間にはいませんので、その職員が日勤帯で働いてようやく早朝に窓を開けないといけないと気づき行動に出ます。

ミーティングや申し送りノートに記載しても、自分で体験していないものは行動に移せないものです。それには職

員が日ごろ、成功や失敗事例を話し合うことが大切になってきます。どんなことでも構いません。気づいた事を話

し皆で考えていきましょう。

話は変わりますが、今年もまこと夏祭りを無事終える事が出来ました。当日は曇り空でしたが、丁度いい気温

だったと思います。また、先日まで入院されていた方がおりましたが、無事退院し今年のまこと夏祭りも全員参加

が出来ました。参加していただいたご家族様、大変嬉しく思うと同時に日頃からのケアを行っている職員に感謝

をしたいと思います。ありがとうございます。

大集合

まこと夏祭り①

作ったかき氷を皆
さまで召し上がると、
「冷たいね」「夏と言
えばこれだね」と言
われ、笑顔で美味し
く召し上がられてい
ました。

ひ孫様やお孫様が
来られ、微笑ましいご
家族のご様子を記念
にハイ、チーズ。皆さ
ま素敵な笑顔で職員
もニッコリ。

毎年恒例のまこと

夏祭りがやってきま

した。今年は雨の予

報でしたが、朝には

晴れて最高のお祭り

日和でした。ご利用

者様も「いい天気で

お祭り楽しいね」と、

喜ばれていました。

北海道の一部の七
夕は8月ですが、関東
の方は7月7日が七夕
ということで短冊に願
いを書きました。いろ
いろな願い事があり、
どれも素敵なお願い
事です。

まこと夏祭り②

普段なかなか来
られないご家族様
もまこと夏祭りに
参加され、ご利用
者様もニコニコ笑
顔。「来てくれた
の」と涙ぐまれた
りされていました。

夏といえば①

7月の最後には、

夏の風物詩のかき

氷を皆さまで作りま

した。かき氷機をうま

く使い沢山作られ楽

しまれていました。

夏といえば②

星に願いを



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。

まこと保育園 ほのぼの日記

種市の奮闘記

さくら組（０歳児）が５名になり、分かれていたすずらん（１歳児）１組と２組を一つのクラスにして７月がスタートしました。 それに

よって年齢ごとの活動がスムーズになり、制作活動や戸外遊びも今まで以上に幅が広がっています。 １・２歳児さんは、ひも通し

やシール遊びで手先指先の細かな動きにも集中して取り組む姿があり、お天気の悪い日は様々な制作活動に取り組んでいまし

た。また、釧路の夏はとても短いので、気温が上がってきた７月後半から８月半ばまで、水遊びのチャンスは逃せません� 昨年

は、顔に水がかかると泣く子もいましたが、今年は幸いにもみんな水遊びが大好きで、終了の時間になっても「まだまだ遊ぶ

～！」と水際から離れないほど楽しんでいます✨霧が多い釧路ですが、まこと保育園の子どもたちはお散歩や水遊びでおひさま

の陽をいっぱい浴び、よく日焼けして丈夫なお友だちが多いです。� これからも、「よく食べ・よく寝て・よく遊び」丈夫な身体を

作っていきたいと思います °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

私事ですが、三女のお産扱いで半月も園をお休みさせていただきました。その間、私の仕事を分担して大変な状況を乗り切って

くれた職員皆に感謝しています。<m(__)m> ９月には、職員が一人産休に入ります。家庭を持って仕事を続けていくことは大変でも

ありますが、長い人生の中ではだれもが通る道であると考えます。子育ても介護も同じではないでしょうか… 誰かが大変な時は、

助けてあげる。自分が大変な時は、遠慮せずに助けてもらう。そんな職場を目指していきたいと思っています。

4月入園で1才1か

月の男の子と、7月入

園で9か月の女の子。

「樹の芽工房」様から

いただいたハンドル

付きのベンチは小さ

いお友だちにも大人

気です。

今年は「やよい会場」

で元気に「ドンスカパ

ンパン応援団」を披露

してきましたよ�幼稚

園に行ったお姉さんも

この日は一時預かり

で参加してくれました。

キラ☆キラのポンポン

を持って張り切って踊

る子ども達でした✨

2クラスに分けてい

た1歳児さんですが、

0歳児さんが増えた

ので7月からは1つの

クラスで活動を始め

ました。昨年（0歳児

の時）にはできなかっ

た製作活動がたくさ

ん出来るようになり、

毎回興味津々で机に

向かっている子ども

達です�

今年も消防車に来て

いただきました！園の

前の通りは、救急車や

消防車が良く通ります。

男の子の多いまこと保

育園では、大好きな消

防車に大興奮の子ど

も達でした。今年は新

型車両だったので、

長ーいホースなども触

らせていただきました。

なかなか暑くならな

い釧路ですので、室

内プール！にしてみ

ました。後日お天気

が良くなり、今年も遊

学館横の水あそび場

に出掛けたり、長い

ホースを使って園庭

での水遊びも楽しん

でいます。

6月に苗を植えてから

しばらくぶりに子ども達

と畑の様子を見に行き

ました。ナスやきゅう

り・トマトが大きくなって

実をつけていたので、3

歳のお兄さんは興味

津々でした✨残念な

がら、ハウスの外はシ

カに食べられ無残な状

況です�

さくら組 まこと夏祭り

すずらん組 避難訓練

すみれ組 大きくなったね

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。

堤の奮闘記

7月は、気温は高く曇りの日が多くなかなかすっきりしないお天気が続いておりました。皆様は体調を崩されておりませんでしょう

か。水分補給をしっかりしていただき熱中症などにはお気をつけください。

さて、7月28・29日と天候にも恵まれ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、数名のご利用様

とご家族様が参加してくださいました。美味しい食べ物やゲーム・催し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

当たったのでしょうか？今年は、初めて参加するご利用者様もいらっしゃり「とても楽しかった。来年も来るから」とお話を頂きました。

喜んでいただきとても嬉しく思います。また、私達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

ごさせていただきました。お忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。

そして、今月は2つの行事をご用意しております。まず1つ目は先月のまこと通信にも告知をさせて頂きましたが、8月17日に大町

デイが早いもので開設6周年を迎えます。この日は皆様と美味しい物をたくさんいただきたいと思っております。そして2つ目は、まこ

と保育園の園児が来所されることになりました。以前にも来所されかわいい子供達にご利用者様はメロメロ。子供達と楽しいひと時

が過ごせるか、一緒に何をして遊ぼうか皆様と現在考え中でございます。

たこ焼き

まこと夏祭りを今年

も無事に終えること

が出来ました。今年

は大町デイから多く

の利用者様、家族様

に参加していただき

ました！本当にあり

がとうございました。

輪投げに挑戦して

みました。全て成功

させ、満面の笑顔を

見せてくれました。

美味しい物も食べ、

利用者様の喜んで

いる姿がたくさん見

られました。

まこと夏祭り～！楽

しんでいる様子をパ

シャリ。月曜日、デイ

サービスで会うと疲れ

た様子を一切見せず、

「楽しかった～」「来年

も行くからね」と言って

いただきました。

夏祭りの雰囲気を

出そうということで、う

ちわを作ってみまし

た。うちわの他にも

ちょうちんも作りまし

た。作り終えると、

「夏らしくていいね」

「夏が来たね」と喜ん

でいただきました。

午後からいつもクロ

スワードパズルをする

ご利用者様。いつも

真剣な姿が本当に素

敵です。職員が分か

らない問題でも簡単

に解いてしまいます。

今日のおやつはた

こ焼き～！多くのご利

用者様から大好評で

「まだ食べた～い」「ま

た作って食べようね」

との声がたくさん聞か

れました。また次まで

お楽しみに～。

お勉強

うちわ作り まこと夏祭り①

まこと夏祭り② まこと夏祭り③



 

名
名
名
名
名
名

担当者
小規模多機能型居宅介護まこと 2 0154-41-3633 西　　﨑

施　設　名 空き人数 備　考　 お問い合わせ先 ℡　　　

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

石　　黒
小規模多機能型居宅介護やよい 5 0154-64-5210 勝　　水
グループホームやよい 0 0154-42-2078

0154-64-5210 勝　　水
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

0154-42-8377 堤小さなデイサービス大町 空き有り

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

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28日、29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こと、ま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？

１．釧路市総合福祉センター ２．鳥取温水プール

３．釧路市東部子育て支援センター

～先月の問題～

この写真の建物の名前は何でしょうか？

１．釧路市民テニスコート ２．山花温泉リフレ

３．釧路市中部子育て支援センター

答えは１番の釧路市民テニスコートでした。

職員紹介
三 浦
（小規模多機能型居宅介護

まこと 介護職員）

６月１日入社

初めての仕事で、介護の大変さが

分からない部分もありますが、明

るくテキパキと働く職員の姿を見て、

自分の携わる仕事に対し正確で

間違いの無いように努めていきた

いと思います。よろしくお願いいた

します。

中 垣
（小規模多機能型居宅介護

やよい 介護職員）

５月１日入社

ご利用者様にお話しして頂き、

楽しく働かせていただいています。

ご利用者様に喜んでいただける

よう、献立を勉強して、おいしい

食事を提供していきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

大判タオル・タオル等のご寄贈を！

リハビリサポートまことの各施設では、多くの大判タオルやタオル等を必要としています。

ご家庭で使用されていないタオルやシーツ等。また、ご使用済みのシーツやシャツ等がご

ざいましたら、多少にかかわらずご寄付いただけないでしょうか。ご連絡いただきましたら

取りに伺います。ご協力の程よろしくお願いいたします。

連絡先 大町事務所
TEL0154‐44‐7733 FAX 0154‐44‐7734（担当松下）

平成３０年度認知症対応型サービス事業管理者研修

【目 的】 認知症対応型共同生活介護および認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護の事業

所の管理者に対し、認知症介護や事業所を管理･運営していく上で必要なサービス提供の知識及

び技術の習得を図り、認知症高齢者の方に対する介護サービスの充実を図る

【対 象】 認知症対応型共同生活介護及び認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等の地域

密着型サービス事業所（今後、開設が予定されている事業所を含む）において、管理者に従事する
予定の者で管理者研修の受講時点で認知症介護実践研修（旧基礎課程を含む）を修了しており、
当法人代表が適当と認めたもの

【日 程】 講義・演習 平成３０年１０月２４日（水）・２５日（木）

【定 員】 ５０名
【会 場】 北海道新聞社 釧路支店 ５階ホール

【受講費用】 受講料 １８，０００円（税込）

【申込期限】 平成３０年９月２０日（木）


