
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。

吉田の奮闘記

小規模まことでは、1月後半から風邪症状の方が増え始め、一時期通いの利用者の受入れを中止しており

ました。現在は風邪症状も落ち着き、通いの方の利用を再開しています。小規模まことの利用中はマスクの

着用をしていただく・定期的な換気を行う・食事前の手洗いと消毒・食事中は会話を控える（マスクを外してい

る間）・距離を取って席に座っていただくことに取り組んでいます。また密にならないようにと、今まで1階と2階

の利用者様が集まって体操をしていましたが、1階と2階に分けて行っています。このコロナが落ち着くまでご

協力をお願いいたします。ご家族様の面会についても、再び制限をさせていただいております。それに伴い、

以前のようにリモートでの面会も引き続き対応しておりますので、是非ご活用ください。

初詣（八幡神社）① おみくじ（八幡神社）②

今年は八幡神社に

行って来ました。

とても寒かったです

が、「コロナに負けな

い、健康であります

様に。」とお参りをし

ました。

お参りした後は、絵

馬の前で記念写真を。

お裁縫

まこと神社（今年の抱負）

福笑いにチャレンジ

お正月料理

今年も宜しくね。と

挨拶を済ませて、「お

せち料理」を頂きまし

た。刺し身、だし巻き

卵、筑前煮、蒲鉾と黒

豆等々。どれから食

べようか迷われてい

ましたが、刺し身が一

番人気でした。

目隠ししててもなん

のその。「これは何？

目かい？鼻かい？」と、

パーツの形を指先で

確認しながら、一つ一

つおいています。完成

して目隠しを外し「うま

く 出 来 た ん じ ゃ な

い？」と皆さんで笑っ

ていました。

お参りを済ませてお

みくじを引きました「私、

大吉だねぇ。末吉だ、

ただの吉。」と喜んだり、

苦笑いをしたりと、そ

れぞれのおみくじを枝

に巻き付けて来ました。

まことに戻ったら、あっ

たかい甘酒が待って

いました。

午後のひと息。「裁

縫が好きなの」と一人

の利用者様が声を挙

げてくれたためウエス

作りをする事に。見事

なはさみ裁きであっと

いう間にウエスが沢

山出来ました。

また、よろしくお願い

致します。

1月の工作レクは絵

馬作りもしました。

今年の抱負をそれぞ

れ書いていただき、

梅の花には色をつけ

て、模造紙に貼り付

けていきましたよ。素

敵でしょ。

令和４年２月１０日 発行

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。

コロナ感染症

この度は、新型コロナウイルス感染症にてまこと保育園を休園することとなり、ご

利用いただいております園児の皆様・保護者の皆様・企業の皆様に多大なるご迷

惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

第6波は、いまだ猛威を振るっており、釧路管内

の感染者も連日3桁の感染者となっております。

ニュースでは、約99％がオミクロン株に変異してお

り、感染症に罹患した場合の症状は軽症で、発熱・

のどの痛み・咳・鼻水と風邪症状に近いものと言わ

れています。重症化のリスクも低いとのことですが、

お亡くなりになられている方がいるのも事実です。

また、子供に感染者が多いともいわれています。し

たがって、決して楽観視はできないと言えます。

では、どのように感染を防ぐのか。

従前の予防対策として マスク・手洗い・うがい・人

混みを避ける・黙食・間隔をあける・パーテーション

設置・換気などを継続して実施するのみです。さら

に3回目のワクチン接種も進んできています。私は

早々に3回目接種を終えており、副反応もありませ

んでした。また、コロナ治療薬も開発されてきていま

す。罹患しても治療薬があり、治せるのであれば問

題は少なくなります。

現在、感染症2類相当にあることで、陽性者・濃厚

接触者の入院・行動制限があります。3類になるの

も時間の問題ではないかと思います。それまでの間は、もう少し、制限のある生活

を各自心掛けていきましょう。

まことの介護事業所において、感染が起こらないのは、ご家族様・職員の自粛し

た行動と、ご利用者様の理解の賜物と言えます。さみしい思いをさせているのは承

知しておりますが、まこと通信にもありますとおり、各事業所内にて様々な行事を企

画実行しています。ぜひ、ご参加いただき、楽しんで頂ければと願います。

2月19日には、日本が誇れるＮＨＫラジオ体操指導者多胡肇先生方をお招きして

講演を予定しておりました。残念ながらオンライン配信となりましたが、ぜひ、QR

コードからご参加いただけますと幸いです。



　

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！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

今年に入り市内のあちらこちらで【陽性者】や【濃厚接触者】が出始め、コロナウィルスが、いよいよ私たち

の身近にも迫ってきました。こんな小さな事業所では、誰かが【陽性者】になってしまったら、たちまち一気に

広がることが予測できます。常日頃から気を付けていますが、今まで以上に感染対策の徹底を行うしかあり

ません。

今月、３回目の新型コロナワクチンの集団接種を行います。２月１８日グループホームまこと内に於いて接

種予定です。接種後、体調の変化が見られた利用者のご家族には、１回目２回目と同様にご連絡致します。

また、職員は副反応により、就労困難になる可能性もあることから、２日に分け接種予定です。前回は私も

高熱が出たこともあり、また、注射が嫌いなこともあり、今回の接種も不安です。が、感染しないよう、また、

いざ感染したとて重症化しないためにも、早めの接種を心掛けたいものです。

1 月 の 誕 生 日 用 の

ケーキは、昔懐かし

い【バターケーキ】。

ケーキのパルミエさ

んにご協力いただき

ました。

今月よりミャンマーか

ら来たティハ君と一緒

にキャッチボール！

「こうやるんだよ」と優

しく皆さん声をかけて

くれています。

仲良くソファで一休

み。皆さん朝から

掃除や台所仕事等

で、職員と一緒に

働いています。「な

にかあったら、声を

かけてね」と頼りに

なります。

棒風船バレー、白熱

しています。写真に風

船は写っていません

が…この後、力強い

一撃で上手く風船を

打ち返していました。

☆新年☆

大晦日・元旦とご

馳走を堪能しまし

た。この日は、タラ

鍋です。出来立て

熱々を皆で囲み食

べるのは格別です。

小規模やよいさん

の大鳥居でお参り

です。お神籤を引き

「大吉だ！」と喜ば

れていました。今年

も良い1年でありま

すように！

☆一仕事のあとに…☆

☆一球入魂☆

☆初詣☆

☆お祝い☆

☆ようこそ☆

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。

山田の奮闘記

皆様はアイロボットというのをご存知でしょうか?円盤形のお掃除ロボットです。スマホからスイッチオンする

と、事前に設定したエリアを掃除してくれます。バッテリーが減ると充電をしに戻ってきます。行ったり来たり

するアイロボを見ながら「偉いね」「良く働くね」と声をかけて見守ってくださいます。中には、ボールかなにか

と勘違いされるのか追いかけて蹴りだす方もいらっしゃいます。これから少しづつ慣れていただければと

願っています。職員は水拭きなどに時間をかけることができ、利用者対応の時間も生まれます。

日本中で介護職員が足りない中、小規模やよいは少数精鋭で頑張っていきます。それには色々なものを

上手に使いこなさなくてはなりません。やよいではオンライン面会やオンライン学習などはすでに定着いたし

ました。また、ラインワークスを活用して口頭の申し送り作業をなくし、その時間を介護につなげています。

今までの常識ややり方に固執せず、いかに良い介護をするかを考えて今後も介護サービスを展開します。

初詣（仮設やよい神社）① 初詣（三吉神社）②

明けましておめでと

うございます。今年

の初詣は、施設内の

仮設やよい神社と三

吉神社に参拝です。

今年の抱負を絵馬に

託し、賽銭入れて拝

礼です。

リハビリテーション

「ちはやぶる神代も

聞かず・・・」「ハイッ」

そうそう、お正月と言

えばカルタですねぇ。

ここ小規模やよいで

もカルタで激闘が繰り

広げられました。

運動やリハビリも大

事ですがレクリエーショ

ンも欠かせませんね。

この日は、鯛焼きを

焼きましたよぉ( ´艸｀)

餡子やサツマイモ餡

を詰めた特製鯛焼きの

出来上がりです。

これはまた大きな

ひょっとこですねぇ。

フライング福笑いは

顔の部品を文字通

り投げるんです。以

外と難しいんです

よぉ。おかげで皆さ

んしっかり初笑いさ

れたようです。

寸暇を惜しんで

見守りされ運動に

励まれております。

適度な運動で生

活習慣病予防効果、

認知症予防、スト

レス解消、良質な

睡眠等多くのメリッ

トがあります。

寒空の中、しっかり

防寒して参拝です。

御利益があるといい

ですね。

今年は去年より良

い年でありますように。

美味しい鯛焼きを作ろう

カルタ フライング福笑い



髙橋の奮闘記

年が明けたと思っていたら1月も終わり2月に突入です。ご利用者様からも「家に居ると感じないのに、ここ

に居ると1日があっという間で早いねぇ」と談話されている声が聞こえます。さて、1月お誕生日のご利用者様

は9名、その中でも大正13年生まれで98歳になられたご利用者がいらっしゃいます。当事業所には大正13年

生まれのご利用者様が3名おり皆さん女性です。私達職員はもちろんの事、他利用者様にも元気を与えて

下さいます。1月には絵馬づくりレクを行いました。ご利用者様の願いには、いつまでも健康でありますよう

に」「家族と仲良く暮らせますように」などがありました。書けない方は職員が代筆し、出来るところを書いて

いただきました。あるご利用者様は、職員が代筆した文字の下に、ご自身の名前を手寧に書かれていました。

それを持ち帰りご覧になったご家族様が、お母様が書いた直筆の字に感動され「嬉しくて泣いてしまいまし

た」と伝えてくださいました。何気ないところにご家族様の感動があった事に気づかされた出来事でした。

小さなデイサービス緑ヶ岡 ほのぼの日記
緑ヶ岡デイサービスの日常です。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行い、心か

ら愛情をもって利用者様に接して参ります。

絵馬づくり

今年1年の願いを

込めて、皆様にお持

ち帰り作品として、

手作り絵馬を作って

頂きました。

壁画作品

新年最初の作品

で、幸運を呼ぶと言

われる、七福神のち

ぎり絵を、ご利用者

様と一緒に製作しま

した。

鬼の面塗り絵

２月の節分に向

け、事業所内に展

示する鬼の塗り絵

を塗っていただきま

した。

表情豊かな鬼の顔

が出来ました。

お誕生日

洗濯物干し

生活支援として、

洗濯物のシワ伸

ばしや干し、たた

み等ご利用者様

にお手伝い頂い

ております。いつ

もありがとうござ

います。

おにぎり作り

「手伝うよ。」と

声をかけて頂いた

ので、この日は、

昼食メニューの高

菜 の お に ぎ り を

作って頂きました。

こ ち ら の 方 は

緑ヶ岡デイサービ

ス に通所され 初

めてのお誕生日

を迎えました。デ

イサービスには慣

れましたか？いつ

までもお元気でい

てください。

グループホームやよい ほのぼの日記
利用者様、一人一人の要望に全力で向き合い、常に利用者様本位のケアを行います。
職員一人一人が利用者様の笑顔溢れた暮らしを支援していきます。

書初め

皆様あけましておめ

でとうございます！

ということで新年は

やはり書初めから始

めさせていただきま

す （ 笑 ） ず ば り 「 元

旦」です。それにして

も達筆でらっしゃい

ますね。

今年も初詣に三吉

神 社 へ お 参 り に

行ってきました。

この日はお天気に

も恵まれ初詣日和

でした。

今年のクジ運はい

かに！（笑）

初詣2

羽子板

初詣1

福笑い

三吉神社の拝殿で願

い事をしています。

「今年こそコロナが収

束しますように」とお願

いし、無事に今年の初

詣を終えました。

皆さま、今年もグルー

プホームやよいを宜し

くお願い申し上げます。

お正月の代表的な

遊びと言えばやは

り福笑いです。

なかなか上手に仕

上げているのでは

ないでしょうか？い

か がでしょうか？

（笑）

こちらのご利用者様は

ひょうきんに羽子板を

やっております。

お手玉を羽子板に乗

せて器用に羽根つきし

ておられました（笑）

カルタ取り

お正月にはカルタ

です！

「それっ！」「あ、こ

れじゃないか（笑）」

と元気に素早く札を

とっておられました。

石黒の奮闘記

新型コロナウイルスの感染が釧路管内でも一日平均83人となっており今後も増えることと思います。当事

業所でもコロナ対策に追われており職員の検温や、咳、味覚嗅覚障害、のどの痛みなどが見られた際は自

宅待機とし保健所等医療機関への連絡を徹底しています。コロナ感染は職員が持ち込むことが予想されて

いますので、職員の健康管理が重要になります。利用者様の外出はもちろん出来ず、面会に関しても全面禁

止となっています。ずっと施設内にいると「家に行きたいんだけど。」と希望される利用者様がいますが、出れ

ない事を伝えると機嫌を損ねてしまいます。ご家族の顔を見れれば安心できると思いタブレットでのビデオ通

話を進めているところです。コロナが発生してから、ビデオ通話を使用した面会は数回程度しか実施できてい

ません。今後もコロナの感染がある程度収束するまで面会制限が解除になる事はないと思われます。今一

度、ビデオ通話の使用方法をご家族様にお伝えし、利用者様とお話していただきたいと思います。



まこと保育園 ほのぼの日記
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。

すずらん組（お店屋さんごっこ） お店屋さんごっこ

すみれ組（お店屋さんごっこ・お店編） （お店屋さんごっこ・お客編）

佐々木の奮闘記

先月は新型コロナウイルスの感染力に驚きながらも、皆様に多大なるご迷惑をお掛けしましたこと、本当

に申し訳なく思っております。職員一同気を引き締めて、残る僅かな1日1日を子ども達と大切にしながら、成

長の一助となれるよう精一杯頑張らせて頂きますので、これからもよろしくお願い致します。

1月21日（金）に行われたお店屋さんごっこは、保護者と共に楽しむ予定でしたが、コロナ感染対策の為子

ども達と先生方で開催致しました。お休みの子も多く、少し寂しいお店屋さんごっことなりましたが、すみれ組

の「いらっしゃいませ～」「何にしますか～」「一回お店出ますね～」など、子ども達が出かけた先で聞く言葉を

それぞれが発信して先生方の爆笑をさらう一幕もあり楽しめましたよ！すずらん組は1人で買い物に行くな

どの成長を見せ、買った物を出して食べたり飲んだりする真似をしている子もいたり、さくら組は練習の成果

が発揮され、品物を選んだりシールを貼ってもらうまで待つことが出来たりと参加者全員で楽しめました。

マ ク ド ナ ル ド で

ジュースを買って

います。さくら組で

作ってくれたオレ

ンジジュース。

どれにしようかつ

いつい迷ってしま

います！

お買い求め１個に

つきシールを貼って

もらえます。この前

までは先生方から離

れられずにお買い物

していたすずらん組

が今回は1人でお買

い物出来ました！

すみれ組がマクド
ナ ル ド の 店 員 と
なって頑張ってい
るところです！
「いらっしゃいませ
～」と元気に接客
することが出来て
いました！

お店屋さんごっこで
店員さんのお仕事が
終わった後は、待ち
に待ったお買い物！
たくさん買い物が出
来てとっても楽しそう
でした！

さくら組(製作） お店屋さんごっこ

お店屋さんごっこ

の品物のオレンジ

ジュースを作ってい

るところです♪真剣

な表情で、透明な

プラコップにオレン

ジ色のお花紙を入

れています！

店員さんになったす

みれ組さんのお友

達から丁寧な接客を

受けています。お買

い物中は、直感的に

商品を選ぶ子が多

かったですよ♪

堤の奮闘記

コロナが蔓延拡大をしているということもあり予防の為、お休みされているご利用者様が増え当事業所内

は寂しい限りです。早くコロナが落ち着いてくれることを願うばかりでございます。

さて、来所されているご利用者様というと1月には恒例の書初めを各自書きたい文字を書かれておりました。

その後早速、壁に貼らせていただき皆様と毎日眺めております。私はというと、自分では書かず職員に代筆

をお願いしました。なんて書いてあるかは秘密・・・。知っているのは職員とご利用者様のみとなっております。

そして、2月といえば節分。こちらも毎年恒例行事ではありますが、鬼に思いっきりボールを投げつけ皆様

と楽しませていただきました。また、今年も豆は撒かずおやつの時間にお菓子のつかみ取り。たくさん掴ん

でおやつタイム。余ったおやつはと言うとご利用者様に配り自宅で食べるおやつとしてお持ち帰りして頂きま

した。皆様は家のお菓子ゲット！！と言われ喜ばれておりました。

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。

書き初め①

洗濯物干しのお手

伝いをしていただき

ました。「手伝うよ

～」といつも声をか

けてくださる心優し

い利用者様です。

大きく力強く細雪と書

いた利用者様。

とても素敵で美しいで

すね！

お家に持って帰ったら

ぜひお部屋に飾ってく

ださいね～！

デイサービス初日

は書き初めをしまし

た～！本年もよろ

しくと書いてくださっ

た利用者様。とても

達筆で羨ましい限

りです！

今年もどうぞよろし

くお願い致します。

書き初め②

お手伝い

ドレスタオル椿のお花

フェルトで作った椿の

お花と一緒に～！

と て も 可 愛 い で す

ね！

「 ど こ に 飾 ろ う かな

～」と楽しそうにお話

しされておりました。

お花の塗り絵

今日はバラとスイセン

の塗り絵をしました。

とても綺麗で素敵で

すね～！

次は何のお花の塗り

絵にしようかなと楽し

そうに話していました。

フェルトで作った椿の

お花と一緒に～！

とても可愛いですね！

「どこに飾ろうかな～」

と楽しそうにお話しさ

れておりました。



　

名
名
名
名
名
名

小さなデイサービス大町

吉　　田
施　設　名 空き人数

0154-42-2078
グループホームまこと 0 0154-41-8355

山　　田

0154-42-8377 堤

小規模多機能型居宅介護やよい 4 通い可 0154-64-5210

空き有り

0154-64-5210 山　　田
空き有り 0154-68-4850

アシストリビングホームやよい 0
小さなデイサービス緑ヶ岡 髙　　橋

柴　　田
石　　黒

お問い合わせ先 ℡　　　

アシストリビングホームまこと 1 0154-41-3633 吉　　田

担当者
小規模多機能型居宅介護まこと

グループホームやよい 0

4 通い可 0154-41-3633
備　考　

まことクイズ

令和4年1月15日（土）に北海道社会福祉士会 釧根地区支

部 副支部長 伊藤靖代様による「日常に潜む虐待の危険

性」と題し、高齢者に対する虐待についての講習会が行わ

れました。

高齢者虐待防止法にある「養護者による高齢者虐待の防

止」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止」とい

う２つの点についてお話しいただきました。

前半のお話しは「養護者による高齢者虐待の防止」という面

からのお話しで、養護者とはご家族のことで、ご家族による

虐待については介護を始めてからの環境の変化や養護者

の感情の変化によるなど、一足飛びに虐待に至るとは限ら

ないということです。“虐待”になる前に虐待の芽を積むこと

が大事であるとのことです。

また、虐待のサインとしては本人の言動や、家族の経済状

況など様々なものがあるので、気づいた事を利用者や家族

と話が出来る関係づくりも大事だとのことでした。

後半は介護施設内での事例を交えてのお話しでした。

利用者の尊厳を守ることが大前提であるが、介護職員間の

日常会話や利用者と介護職員との話しの中にも“これはダ

メだろう”という内容のものは多々あることで、何故不適切な

ケアや虐待が起きるのかを、組織の要因や職員の要因な

ど多面的に考え、組織的に課題解決に取り組むことが重要

であるとのお話しでした。

講習会後の参加者からは「改めて考えるきっかけになった」

など意義ある内容であったとの感想を多くいただきました。

投稿者：五野上雅之

キャリアアップ支援研修

～日常に潜む虐待の危険性～

～今月の問題～

この写真の公園の名称は何でしょうか？

１．緑ヶ岡公園 ２．釧路大規模運動公園

３．鶴ケ岱公園 ４．米町公園

～先月の問題～

この写真の公園の名称は何でしょうか？

１．緑ヶ岡公園 ２．釧路大規模運動公園

３．昭和中央公園 ４．米町公園

答えは３番の昭和中央公園でした。

現在の空き状況現在の空き状況
２月７日現在

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 玉木

TEL 0154-68-5531 FAX 0154-68-5399

2月になり、寒さが一段と厳しくなってきました。全国的にコロナウイルスの感染者が増えている

状況が続いています。コロナウイルスワクチン3回目も始まっていますが、全体に浸透するには

まだ時間が掛かりそうですね。感染対策として従来通り手洗い・マスク着用・三密回避を行い、

寒い時期ではありますが換気も必要です。発熱など体調に不安があるときは病院受診や保健

所への相談を検討し、感染予防に努めたいですね。お一人暮らしのご年配の方、お身体の事

や介護のことで悩んでいる事等、御座いましたらお気軽にご相談ください。

ごころこめて の住み慣れた場所で

職員紹介

介護の仕事をご検討中の方へ！
現在、介護・福祉分野から離職している方で介護職として再就職を考えている方を対象に、小規
模まことは、当該事業所において実施する職場見学会や短期間の体験就労の機会を提供させて
いただき、介護現場へ円滑に復職することができるよう支援いたします！ご希望の方はぜひご連
絡ください！

お問い合わせ先 大町事務所 TEL 0154‐44‐7733 FAX 0154‐44‐7734
Email：matushita@makoto946.com   （担当松下）
HP:http://makoto946.com

伊藤
（小規模多機能型居宅介護
やよい・パート）
12月9日 入社

山田代表の仕事に対する
熱意に感銘を受け、CM補
助として12月に入社。月・木
と少ない勤務ですが常勤の
CMが決まるまで頑張らせて
頂きたいと思います。よろし
くお願いいたします。

岩本
（大町事務所）
1月4日 入社

新しい職場で皆さんに教え
てもらい、助けてもらい感謝
の毎日です。利用者様と会
い、暖かい会話もあって楽
しいです。日々勉強中、頑
張りますのでよろしくお願い
します。

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。

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

※この事業は、釧路市の「令和３年度介護潜在人材復職支援事業」の委託によるものです！


