
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
3回目のワクチン接種も進んでおり、感染者が減っていくと良いのですが、まだまだ付き合っていかなくては

ならないかもしれませんね。早くコロナが落ち着き、皆さんと一緒に外出など楽しめたらと考えています。

先日小規模まことにロボットがやってきました。介護ロボット導入支援事業という形で導入へと至りました。

手の平に乗るほどの大きさで卵のような形をしており【コミューン】と言います。聴こえに悩む人へ、話す側か

ら聴こえの支援ができるという対話支援機器です。高齢になると音や声が聴こえにくくなり、テレビの音や声

が大きくなり孤立しがちです。コミューンはスピーカーのような働きをするため、聴こえで悩んでいる方の側に

置くことで聴き取りやすい音へと変換し、耳まで届けてくれます。実際にカルタを行ったときに使用してみまし

たが耳が遠い方もハッキリと聞こえるようでした。未だ面会制限でドア越しの面会となっていますが、ご家族

様の声が届きにくく、職員が間に入っていました。コミューンを使えば、ご家族様の声がご本人の元にしっか

り届くので安心感にも繋がるのではと考えています。面会時やレクリエーション時に活用していきます。

パズル お手伝い

最近、まことではパ

ズルが流行っていま

す。1人がやり始める

と、他の方も参加し

て「この形どこかしら、

そこだね、ほれそこ

そこ」と。パズルは頭

の体操にもなります。

チョコクランチ作り

折り紙工作

工作レク（鬼作り）

ひな人形飾り

今年もひな人形を飾

りました。昔ながらの

７段飾り。お内裏様、

お雛様、３人官女と順

番に。「この帽子はど

こかしら、このおじさ

んのかしら」と笑いな

がら、飾りつけを楽ま

れました。

２ 月 の工 作レ クは

「豆まき」にちなんで、

鬼の飾り作りをしまし

た。顔の表情も色々

あり、とても素敵な鬼

が出来ましたよ。1年

間、健康でありますよ

うに。魔よけにもいい

ですね。

食器拭きを手伝っ

て下さいました。いつ

も、ひとつひとつ丁寧

に拭いてくださるので

助かっています。あり

がとうございます。ま

た、お願いしますね。

おやつレクで、バレ

ンタインチョコを作り

ましたよ。クッキー、

コーンフレークを混

ぜ合わせて、ハート

型にしてみました。３

時のおやつに皆様

で頂きました。とても

美味しかったです。

余暇時間に、折り

紙でお雛様の壁飾り

を作りました。折り方

は難しくなく、あっと

いう間に完成。「見て

みて素敵でしょう、家

に 飾 ら せ て も ら う

ね。」と大変喜ばれて

いました。

令和４年３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。

春の訪れ

3月に入り、温かい日が続いています。ニュースでは、春の訪れ福寿草の花が咲いたと

黄色の花が映っていました。日本海側は大雪に見舞われ、今でも札幌の歩道には雪が

高く積み上げられています。その点、釧路の冬は雪が少なく、晴天が続きとても生活しや

すいと感じています。釧路に住み続けている人にはあまり実感がわかないと思います。気

温が低いのは、北海道ですので仕方がありませんが、雪が少ないのは本当に助かります。

環境に慣れた場合、環境の変化をどのように受

け止めるかで人の感情も大きく変わります。例え

ば、「寒い・暑い」は私が今、沖縄に行くと暑いと感

じるでしょう。気持ちいいと感じる前に、つらいと感

じるかもしれません。沖縄の人は、今日は寒いと

いうかもしれません。腕を抱えて震えて、つらいと

感じるかもしれません。感覚というのは、その方の

生活環境に多く影響されるものといえます。これら

の感覚も全て脳で感じていることです。図のように

脳にはいろいろな役割があります。しかし、受容器

は皮膚や、耳・目・鼻といった感覚器官があります。

介護を提供する際、「寒い」と言われ、「私は暑いよ」「動いていないからですよ」なとど言

葉を返すとしたら、それはお客様に対して大変失礼な言い方です。五感は人によって違

います。育ってきた環境で違いますし、その後の生活環境でも変わります。年齢やその日

の体調でも違います。ご利用者様の表現を大切にし、ご利用者様の五感を受け入れた対

応をしていきたいと考えます。そのために、介護職員はご利用者様に「訊く」ということを

大切にしていきます。

しかし中には、電気毛布を入れて汗をかいているのに「寒い」というご利用者様や、シャ

ツやズボン下を3枚4枚と重ね着され汗ばんでいる方がおります。そういう方に「なんでこ

んなに着てるの？」「暑いよ」などと言って対応するのではなく、上手な介護職員はとても

自然な声掛けで重ね着を修正したり、電気毛布のスイッチを調整したりします。汗をかい

て風邪を引いて困るのは、ご利用者様です。健康を守るのも介護職員の大切な仕事です。

北海道は21日までまん延防止が延長となりました。「まこと」は、面会制限、外出禁止と

今しばらく、ご利用者様ご家族様には辛抱した生活を送って頂くことになっています。その

間に3回目のコロナワクチン接種が終了する予定です。そうしたら、本当の意味での春が

来ることと信じています。もうすぐそこまで春が来ています。もう少しの辛抱です。クラス

ターを出さずに頑張りましょう。



　

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
先月に予告した通り、２月１８日に３回目の新型コロナワクチン接種を無事に終えました。３回目はモデル

ナを接種。数名のご利用者様は若干の発熱はありましたが、大きな副反応もなく一安心です。対して職員は

副反応による発熱・頭痛・関節痛・倦怠感に悩まされ、接種翌日は休暇となっておりましたが、その翌々日

まで症状が続き急遽休みになる職員も出て、てんてこ舞いでした。皆様は３回目の接種はお済でしょうか？

さて、釧路も少しずつ新規感染者数が減少傾向ではありますが、まだまだ予断を許しません。面会制限を

設けており、ご家族の方も感染対策には十分気を付けてくださっている事と思います。ガラス越しの面会で

はありますが、マスク着用厳守でお願いしています。そんな中、一部のご家族の方の中には声が届きづら

いと、マスクをずらして話す方もあり、大変困っております。お気持ちは十分理解できますがマスクを外す、

ずらしての会話はご遠慮いただきたいと思います。ご協力を頂けない場合には、面会をお断りさせていただ

く場合もありますので、ご了承ください。元気な姿が見られる所まで、今しばらくはご協力をお願いします。

いつも仲良しのお

二人。雛飾りを前に

記念撮影。仲睦まじ

い光景でした。

冬のオリンピックも、

盛り上がりましたね。

特に、カーリングが感

動 と の こ と で 、 皆 で

カーリング大会を開

催しました。

秋 の 運 動 会 で

行ったスリッパ投げ。

「来年もしたい」と

の声があり、練習

をしました。「もっと

足を上にあげたら

いいよ」など、作戦

会議を行っていまし

窓の外を見ている

お二人。窓の下には、

職員の姿。「寒そうだ

ね」「雪降らないうち

に、早く中に入りなさ

い」と声を掛けていま

した。

☆節分 １階☆

今年は各階で節分

を行いました。１階は

男性職員２名の鬼に

向かい、豆を投げ「コ

ロナも退治できれば

いいね」と皆さん話さ

れていました。

２階は女性職員

が、全力で鬼役を

演じました。女性だ

からと遠慮はせず

に、全力投球！

☆スリッパ投げに再挑戦☆

☆二人の視線の先には…☆

☆節分 ２階☆

☆二人仲良く☆

☆カーリング大会☆

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。

『振加避２プ玉プ先カ『振加避２プ玉プ先カ『振加避２プ玉プ先カ『振加避２プ玉プ先カ『振加避２プ玉プ先カ『振加避２プ玉プ先カ『振加避２プ玉プ先カ『振加避２プ玉 振

山田の奮闘記
春の訪れを待ちわびる今日この頃。札幌は大雪に見まわれ排雪が追い付かず交通渋滞をおこしていると

聞きます。 釧路は連日の快晴と雪の少ない生活が、夏の涼しさと同じぐらい自慢できる地域だと思います。

毎日生活しているものにとっては、当たり前のことで、良さに気づく前に寒さなどの不便さに関心がいきま

す。介護も似たところがあり、ご利用者様の生活の変化に気づきにくいところがあります。少しづつ機能が低

下していると接している職員には、その変化が分からず、ご家族様の方が気づきやすいということがありま

す。レクリエーション活動は日常とは少し違っていますので、体調の変化に気づく場面の一つともいえます。

「手に力が入らなくなっているなぁー」とか「前は区別できていたのに」などと感じます。ちょっとした変化を大

切にしながら、ご利用者様の安心安全に心掛けて参りたいと思います。

豆まき・鬼の置き物作り① 豆まき・鬼の置き物作り②

２月３日は節分で

すね。鬼を追い払っ

て新年を迎える、立

春の前日の行事で

すが今日は工作で

追い払う鬼を皆さん

で作成しましたよ！

ボウリング大会①

今日は、昼食にお

御箏汁と稲荷寿司を

作りました。「これくら

い入れればいいです

か」稲荷寿司を手際

よく作っていきます。

車椅子ではあります

が昔取った杵柄とばか

りにボールを投げられ

ます。レクリエーション

とはいえ皆さん一投一

投真剣です。

「去年も作ったね」

とお話しされながら

作られていたようで

すが 今年のお味

は如何？召し上が

りっぷりからみて今

年も美味しくできた

ようですね！

食べてばかりはい

られません。今日は、

ボウリング大会です。

ピンを沢山倒して日

頃のストレスを発散

します！

豆 ま き で 邪 気 を

払って、無病息災を

祈った後は皆さん

一緒に記念撮影で

す。踊りだすほど楽

しい豆まきだったの

でしょうね！

ボウリング大会②

おこと汁・五目稲荷作り① おこと汁・五目稲荷作り②



髙橋の奮闘記
高校の卒業式も終わり、次は中学校、そして小学校の卒業式が予定されています。私たちは、コロナ禍の

中で様々な思いにぶつかりながら生活しています。こんなはずじゃなかった。あんな事がやりたかった。CM

を観ていると【思い描いていたものは失われ、先が見えないものに押し潰されそうになった。出来ない中で、

出来る何かを探す。出来ない事から新しい事を生み出す。】とメッセージがありました。１日１８名のご利用者

様確保に向け不安と期待で始まった６か月前の管理者就任。現実は感染防止対策の為、通所をお休みさ

れるご利用者様が続出。ワクチン接種により大事を取り念の為お休みされるご利用者様が続出。法人内唯

一カラオケ機器を設置し楽しいカラオケ時間も現在は自粛しており、ご利用者様からは「カラオケはまだやら

ないのかい？」との声がちらほら聞こえる様になり、なかなか思うようには行きません。そんな中で出来るこ

とは何か。職員皆で模索して参ります。緑ヶ岡デイサービスのご利用者様の笑顔が早く満開になります様に。

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。

デザート盛り付け

こ の 日 昼 食 の デ

ザートは、みかんや

桃のフルーツでした。

盛り付けをお願いす

ると、笑顔で「いいで

すよ。」とお手伝いし

て下さいました。

おやつタイム

コーヒーが大好き

なご利用者様。この

日 は バ レ ン タ イ ン

デー。ご利用者様

皆でチョコどら焼き

を作りおやつに食べ

ま し た 。 「 う ま い

なぁ。」と一言。大成

功でしたね。

梅つるし飾り

季節の花飾りとして、

今月は紅白の梅のつ

るし飾りを、施設内の

壁用に製作して頂き

ました。

鬼の面

体操棒製作

ラップの芯を2本つ

なげて、体操用の棒

を作って頂きました。

皆様にお手伝いして

頂きとても感謝して

おります。

集団体操

その日の体調に

よりなかなか体操

参加が難しいご利

用者様。この日は、

自ら棒を持って、

体を動かし参加さ

れていました。

先月は皆様に、展

示用の鬼の塗り絵

を塗って頂きました。

完成品を壁一面に

貼らせて頂きました。

鬼の顔も千差万別

です。

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。

HAPPY VALENTINEその1

この日はバレンタ

インデーです。皆さ

んで溶かしたチョコ

レートにイチゴや

バ ナ ナ を 付 け て

チョコレートフォン

デュを美味しく頂き

ました！

こちらの新規ご利

用者様はせっせと

新聞折のお手伝い

をしてくださっていま

す。「なんもいくらで

も手伝うよ」と嬉しそ

うに微笑んでおられ

ました。本当にあり

がとうございます。

HAPPY BIRTHDAY

切り絵

お手伝い

節分

右下に写っている2

名のご利用者様が今

月お誕生日を迎えら

れました。お誕生日

おめでとうございま

す！いつまでもお元

気でいてくださいね！

2月と言えば節分で

す。中国からの技能

実習生さんがかわ

いらしく鬼に扮して

来てくださいました。

豆まきをして最後は

皆で記念撮影！

こちらのご利用者様

は器用に切り絵をさ

れています。モチーフ

はステンドグラス風の

切り絵です。うまくで

きたようで本人もその

出来栄えに満足そう

でした。

HAPPY VALENTINEその2

バレンタインデーと言

えばやはり男性陣は

そわそわするもので

す。女性のご利用者

様からのチョコレート

の贈り物に「いやあ、

これはどうもどうも」と

少し照れた様子をされ

て嬉しそうに受け取っ

ておりました。

石黒の奮闘記
オミクロン株より感染力が強いとされるＢＡ・２系統の感染が初めて確認されました。感染力は毎回強いも

のになっていますが、ようやく3/12に全ご利用者様の予防接種を行う運びとなりました。1.2回目の接種では

副反応が出たご利用者様はいませんでしたが、腋窩痛（わきの下の痛み）については、3回目の接種後の方

が発現頻度が高い傾向が見られるとの事。ほとんどの場合が軽度であり、発現後短期間で症状が治まって

いることが確認されています。ご利用者様の様子を観察し対応いたします。

面会については蔓延防止等重点期間の延長や集団感染を起こさないためにも継続して中止とさせていた

だきます。代わりにビデオ通話をご利用ください。病院の定期受診についても極力控えることで感染を防止し

たいと考えており、体調や認知症状に大きな変化がない場合については服薬のみの処方が可能か確認しな

がら進めていきたいと考えております。職員に関しても感染症を持ち込まない事を常に話をしており、体調が

優れない時は速やかに事業所に連絡を入れることを徹底しているところです。



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（ボールプール） 紐通し

すみれ組（食育） 雪遊び

佐々木の奮闘記
日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられるようになりましたね。先月は釧路も晴天に恵まれ、路

面はアイスバーンのままでしたが、一日だけ大雪が降り、早速園庭にて雪遊びが行われました。つなぎや手

袋・帽子などを身に着け、慣れない格好で雪の上を歩くこともままならず、そんな姿がまた可愛いんですよね。

今年度も残すところあと僅かとなりました。園長として1年目の至らぬ私と共に、温かく見守りご協力下さっ

た地域の方々や連携企業の方々、本部を始めとするリハビリサポートまことの方々、この度のコロナ感染で

多大なるご迷惑とお忙しい中での園内の消毒等にご尽力頂いたウィルの方々、日頃から子どものためにと

ご理解ご協力してくださっている保護者の方々にも、本当に感謝しております。ありがとうございました。次年

度のすずらん・すみれ組は、変わらぬメンバーでまた１年一緒に過ごせそうです。今年度４月から新しい幼

稚園や保育園に転園していくすみれ組は、その場所でお友達をいっぱい作り、楽しい一歩が踏み出せるよう

送り出してあげたいと思います。

ボールプールを

見ると喜び、勢い

よく中に入って楽

しんでいます！お

友達と仲良く遊ぶ

姿も見られていま

したよ！

みんなで紐通しを

して遊んでいます！

手先や指先を使って

紐を通すことが出来

るようになりました！

喜ぶ姿が可愛かっ

たです！

ホットケーキ作り

をしました！すっ

かりお兄さんお姉

さんになったすみ

れさんは、集中し

てお話を聞くことが

出来ます！

雪遊びにすみれ組

で行きました。スコッ

プを手に、みんなで

穴掘りに夢中でした。

ちょっとひと休みしな

がらまた再開です！

さくら組(おままごと） 雛人形

一人でお料理をし

ていると「○○も食

べる！」とお友達が

集まってきて、食べ

させ合いになりまし

た！お友達との関

わ り 方 が 上 手 に

なってきましたよ！

雛人形の前を通る

度にベビーサークル

にくっついて雛人形

を見ているさくら組さ

ん。それぞれ指を差

しながらお話をしてく

れますよ。

堤の奮闘記
3月に入り、日中は暖かい日も続き春が近づいておりますが、朝夕とまだまだ寒い日が続いており寒さが

身に染みる季節と感じております。皆様は風邪などひかれておりませんでしょうか。気づけば私もここ3年程

風邪をひいていないことに気づきましたが、皆様も体調にはお気をつけて頂ければ幸いです。

そして、今年もコロナの影響で作品展もなくせっかくご利用者様と作った力作をお見せすることが出来ず非

常に残念に思います。来年こそは、開催されることを願うばかりです。

3月3日はひな祭り。昼食にはちらし寿司を頂きおやつには雛あられと甘酒が出ました。ご利用者様からは

「甘酒が飲めるなんて」と嬉しそうにお話をされておりました。ひな祭りに合わせ大急ぎでお雛様作りを行い

何とか間に合い一安心。いつもは間に合わないことが多いので・・・。今度の作品は5月の節句に合わせ早

めに作業に取り掛かる予定と職員から聞いています。どのような作品が出来上がるのかとても楽しみです。

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。

節分①

鬼と記念撮影した

後は、お菓子の掴

み取り～！たくさん

掴んでおやつの時

間にいただきました。

みなさんとても喜ん

でいた様子でした。

青鬼も登場し、一緒

に写真も撮りました！

鬼 は ～ 外 ！ 福 は ～

内！今年も皆さんに

福がたくさん訪れます

ように。

今日は節分。鬼が

やってきました！

今年は豆の代わり

にボールを投げ、

みんなで楽しい時

間を過ごすことが

できました！

節分②

節分③

記念撮影うさぎのお雛様

うさぎのお雛様が

完成しました～！

フェルトを切ったり、

ボンドで貼ったりと、

細かい作業がたくさ

んありましたが、と

ても素敵に出来上

がりました！

素敵な笑顔

管理者とご利用者様

がソファで仲良くお話

ししていたところを記

念に撮影しました！

顔を寄せ合い、とても

仲良し～！笑顔が素

敵で可愛らしいお2人

です。

職員の娘さんが遊び

に来てくれました！見

るたびに成長している

姿を見て、「大きくなっ

たね～」「めんこいね

～」とご利用者様の笑

顔がたくさん見られま

した。
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通い可 0154-64-5210

空き有り

0154-64-5210

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 6
まことクイズ

令和4年2月19日（土）に「介護を楽しむ！ 高齢者と一緒に学ぶ
体操方法」と題したZOOM講演会が行われました。
本来は釧路プリンスホテルを会場とし、全国ラジオ体操連盟 理
事長でいらっしゃいます多胡 肇先生と、NHKテレビ ラジオ体操
でおなじみのアシスタント3名の方をお迎えする予定でしたが、コ
ロナ感染者数拡大の影響によりオンラインでの講演となりました。

NPO法人 日本医療福祉介護協会 理事長 山田勝雄から「一緒
に笑顔になれる魅力的な介護」と題した講演がありました。
「どうして介護をやりたいと思うのか？」という統計数字から見え
るもの以外に“感謝される”という思いがある反面、腰痛などの身
体的負担や業務量の多さなど様々な要員があるとのお話しでし
た。また、「お世話をするのが介護とは違う」「介助することが介
護の仕事ではない」との説明がありました。
「利用者本位、自立を促す介護」という前提で、１．出来ないとこ
ろを介助する誘導という考え（助言・指導）、２．日々の生活に取
り込む“生活リハビリ”を楽しむ（訓練）に視点を置く大切さについ
て事例を交えてのお話しがありました。

第二部は、多胡先生とNHKテレビ ラジオ体操でおなじみの川原
愛さん、矢作あかりさん、戸塚寛子さんによる「介護を楽しむ！
高齢者と一緒に学ぶ体操方法」と題した実践講演がありました。
最初に多胡先生からラジオ体操の生い立ちやラジオ体操は全
身運動であり、骨密度アップや筋肉内のエネルギー代謝アップ
につながるなどのお話しの後、アシスタントの皆様と一緒に体を
動かしながら体操の解説をしていただきました。
実演では、椅子に座った状態での体操方法の解説もあり、参加
されている皆さんは一緒に体操をされていました。認知機能向上
のため腕や手を動かす動作はなかなか難しく、特に指を動かす
という事においては健康な方でも大変でした。
１時間を超えるご指導の後、参加者の方からは「今後も朝のラ
ジオ体操を続けていきたい」「妻がラジオ体操をしているので一
緒にやってみようと思う」などの感想をいただきました。

多胡先生はじめアシスタントの皆様には、次回は是非釧路にお
越しいただき、オンラインに参加出来ない多くの市民の方に体操
を教えていただきたいと思いました。

キャリアアップ支援研修

「～介護を楽しむ！ 高齢者と一緒に学ぶ体操方法～」

～今月の問題～

この写真の公園の名称は何でしょうか？

１．別保公園 ２．釧路大規模運動公園

３．緑ヶ岡公園 ４．富士見公園

～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．鶴ケ岱公園 ４．米町公園

答えは４番の米町公園でした。

現在の空き状況現在の空き状況
３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

3月になり少し寒さも和らいできたと感じる日が増えてきたように感じます。まん延防止等重点
処置は3/21（月）まで延期になり、現在流行中のオミクロン株は感染力が強く、不安な日が続い
ています。新型コロナウイルスやウクライナ問題等、暗いニュースが続き、不安な気持ちで過ご
されている方が多いなか、釧路市の動物園ではアルパカの赤ちゃんがスクスクと育っています。
3月下旬頃に一般公開予定なので、蔓延防止重点処置が治まったら気分転換を兼ねて会いに
行ってみるのも良いかもしれませんね。一日も早く、様々な不安が終息し、皆様が笑顔で暮せ
ることを願っています。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

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

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）

介護ロボットの導入 その１

「comuoon mobile」
介護ロボット導入支援事業補助金を用いて対話支援

ロボットを導入しました。名前は「コミューン」といいます。

スピーカーのようにマイクから拾った音声を届けてくれ

るのですが、大きな音に変換するのでは無く、雑音を取

り除いて難聴の方でも聴き取りやすいクリアな音声に

変換します。持ち運びが簡単なタイプなので、外出先や

ドア越しの面会など様々な場所で活躍しております！


