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4月6日 竣工式  
 

 この度、県・市の補助を受け、特別養護老人ホームねむの丘ユニット20床の増築工事 

並びにデイサービスセンター虹の家移転工事を実施し完成致しました。 4月6日に竣

工式を行い、関係諸官庁・建設関係の皆様方並びに福祉事業所の皆様方 にご列席

頂き、無事に竣工式を行う事ができましたこと厚く御礼申し上げます。 橘風会は平

成8年に開所し、微力ながら地域の福祉拠点となるよう活動し、今年で19年 が経過

いたしました。私共は『親孝行』を基本理念とし、ご利用者とご家族の絆を深め、 より

良いサービスを提供出来るようにこれまで以上に努め、高齢者福祉の向上に積極的 

に取り組んでいく所存です。今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い

申し上げます。 
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うららかな季節を迎えた今日この

頃…。楽しい雰囲気な橘組です。

今年度も季節に合わせた行事を

していきたいと思うのでよろしく

お願いします。（橘職員より） 

 

88歳 77歳 87歳 67歳 

96歳 89歳 89歳 93歳 

93歳 

85歳 

86歳 87歳 99歳 85歳 

これからも元気にお過ごし下さい。おめでとうございます!! 

86歳 86歳 80歳 82歳 

風組は今年度よりご利用者の

受け入れ体制が大きく変わり、

ショートステイが大幅に増床さ

れました。変化の時期ですが、

ご利用者やそのご家族に対し

より良い介護を提供できるよ

う、新人も中堅もスタッフ一同

努力してまいりますので、どう

ぞよろしくお願い致します。

（風組職員より） 

 

2月18日（風） 

ご利用者の方にも切る、炒め

る、茹でる、盛り付ける等お手

伝いをして頂きました。 

 

インスタントラーメンパーティー  
 

3月13日（橘） 
大学を卒業され

るお孫さんと記念

の一枚。 
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83歳 86歳 

95歳 91歳 

95歳 

94歳 

本日のメニューはカレー、ポテトサラダ、白玉ぜんざ

いです♪ご家族だけでなく、ご利用者も手伝って下

さり、おいしく出来ました！ 

 

2月14日花組食事会 
 

ふきのとうを取りに行き、お焼きを

作りました♪ 

桜も咲き始めていて春を感じられま

した。 

 

3月14日 ❀春ですね❀ 
 

ご利用者の個性を大切にし、安全にのび

のびと過せるように職員一同頑張りま

す！（花組職員より） 

新年度になり春の様なフレッシュで毎

日ウキウキ出来るように頑張らせて

頂きます。（月組職員より） 
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99歳 

91歳 100歳 

79歳 

89歳 88歳 

暖かい季節になってきて、外出やイベン

トの機会も増えてくることと思いますが、

ご利用者が日々を楽しく過ごして頂ける

よう職員一同努力していきたいと思って

います。（星組職員より） 

明るく笑い声の聞こえる宙組です♡。宙組はご利用

者が制作した貼り絵が次々に出来上がっています

ので面会時に観て頂ければと思います。 

5月にはユニット3階合同の運動会を予定していま

す。新しい職員も入りましたので今までの職員同

様、よろしくお願い致します。（宙組職員より） 

 

2月27日 「刺し子作品完成！！」 
  

  

 

  

一針、一針勧めてきた刺し子がついに完成しま

した♪昔、和裁をされていた頃の自信を取り戻

したご様子でした。ご本人も大満足です! 

  

 

西ユニット 楓組・桜組スタッフです 

  

  

 

 新しい施設・新しいチームで全てが初めての中で

すがたくさんの方が、ここに来て良かったと思えるよ

うな毎日楽しく一日一日が過ごせるようにしていき

たいと思います。そのためにも、たくさんの方々に意

見を聞いたり協力をお願いすることもあると思いま

す。なにぶんリーダーとしてもまだまだ未熟なので

一緒に協力して素晴らしいねむの丘を築きあげて行

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

               桜組 リーダー  廣田  

お め で と う ご ざ い ま す !! 
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新職員の紹介  

  

 

花組 倉上 
一日でも早く業務に慣れ、ご

利用者様を笑顔に出来るよう

に私自身毎日笑顔を忘れずに

頑張りたいと思います。よろし

くお願いします。 

宙組 青木 
まだまだ未熟者ですが、1日でも

早く皆様のお役に立てるように

日々学びながら頑張っていきた

いと思います。宜しくお願いしま

す。 

風組 嶋田 
３月より風組で働かせて頂いてい

ます嶋田太一と申します。これか

ら精一杯頑張っていきますので宜

しくお願い致します。 

 

風組 濱田 
今年度より風組でお仕事を

させていただく濱田です。

新卒ですが、少しでも早く

慣れるよう頑張ります。宜

しくお願い致します。 

 

星組 野田 
早く業務を覚え、ねむの丘で

貢献出来るように頑張りた

いです。 

よろしくお願いします。 

 

西ユニット 

 狩野 
医務 須田 

医務 土橋 
施設での経験はありませんが、

一日でも早く仕事に慣れる様頑

張りたいです。よろしくお願いし

ます。 

 
西ユニット 

 吉田 

西ユニット 

 星野 
ユニット3F 

 小林 

退職されました      お疲れさまでした  

   ユニット2F花組 山上 

   既存 橘組   宮内     

 

よろしくお願いします 

桜組 大出 
皆さまの支えになれる介護士に

なれるように一日一日を大切に

して、日々の業務に努めたいと

思いますのでよろしくお願い致

します。 

    各組リーダーの紹介 
 

3月及び4月よりリーダーの変更がございました。 

 

既存 

 橘組   森田 

 風組   飯田 

 

ユニット２Ｆ 

 花組   藤沼 

 月組   須田 

 

 

ユニット３Ｆ 

 宙組   林 

 星組   小林 

 

西ユニット 

 楓組   佐藤 

 桜組   廣田 
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☆ストレスに負けない食べ物☆ 

         ビタミンB群補給で五月病を吹き飛ばそう！ 

希望と意気込みに燃えてスタートした４月を乗り越え、連休の過ぎたころから張りつめた心の糸が切

れてしまい、精神面のバランスを崩してしまうのが、いわゆる「五月病」です。 

頑張ろうと思ってもなんとなくやる気が出ない、身体がだるい、寝つきが悪いなど、原因不明の症状

が出たらイエローカード！ 思い当たる方いませんか？ 

五月病予防・改善には、精神力を高めるビタミンがおすすめです。最近なんと

なく元気が出ないな…と思ったらビタミンB群をしっかり摂りましょう。ビタミン

B群には、気分の落ち込みや鬱症状を緩和させる作用があるそうです。ストレス

があると、脳の神経細胞のビタミンB群は消費されて不足してしまいます。する

とセロトニンが作られにくくなり喜びの感情が失われていくので、鬱症状を引

き起こしやすくなるのです。中でも、ビタミンB6は五月病の改善に役立つ栄養

素です。 

■毎朝1本のバナナがあなたを救う 

朝にバナナを食べるといい、という話は以前から有名ですよね。朝バナナで痩せられるという話も

ありました。 

バナナには豊富な酵素が含まれているため、朝からバナナを食べることでデトックス効果が高まり、

それがダイエットに繋がるという話でした。 

五月病の改善にも、ビタミンBを多く含んだバナナを朝から食べるのは効果的です。 

なんとなくやる気が出ない、気分が落ち込む朝にこそバナナを食べるようにしましょう。 

毎食たんぱく源をしっかり摂り、野菜や果物を食べ合わせれば、食事で脱「五月病」

できます。 

日頃の食生活に気をつけて、心の風邪「五月病」にかからないようにしましょう。 

■ビタミンB6が含まれる食べ物 

玄米、うなぎ、納豆、牛乳、乳製品、卵、ブロッコリー、サバ、バナナ、ニラ、ほうれん草、かつお、まぐろ

などです。これらの食べ物を多く摂って、脳にビタミンB6を補給しましょう。 

何をやっても面白くないと思う人は、すでにビタミンB群不足なのかもしれません。 

いつものサラダにブロッコリーを加えたり、野菜炒めにニラを加えるなど 

少し食材を工夫するだけでも、ビタミンB6はしっかり補給できます！ 

管理栄養士 櫻井 
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◆家族会   ５／１０（日） 

◆食事会  各組にて行います 

◆外出行事 随時行います 

 

◆訪問理容 毎月第２火曜日 

◆訪問美容 毎月第１月、第３火曜日 

◆訪問販売（今井商店） 

      毎月第１、第３火曜日 
 

 

3月6日 北橘文化発表会出品作品 
  

  

 

           介護保険改正について 
  
以下の内容が８月１日から改正されます。 

  

●一定以上の所得者の自己負担を１割から２割に引き上げ。 

 介護保険の自己負担が２割となる一定以上所得者については、高齢者本人の合計所得金額

（※）により判定を行い、世帯の中でも基準以上（160万円以上、年金収入に換算すると280万円以

上）の所得を有する方のみ利用者負担を引き上げられます。 

※ 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎

控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。 

 

  

 ●特定入所者介護サービス費(居住費・食費の補足給付)支給要件の見直し。 

  以下の要件に該当すると居住費・食費の減額の対象外となります。 

 

（要件①） 

 ・世帯分離している場合も含めて配偶者に市町村民税が課税されているかどうか  

（要件②） 

 ・本人及び配偶者が合計2,000万円（配偶者がない場合には1,000 万円）超の預貯金等を保有 

しているかどうか 

  

 支給申請手続 

  今回の見直しにより、要介護者が特定入所者介護サービス費の支給を保険者に申請する際 

には、以下の内容が追加される予定です。 

 ・新たに資産要件等の記入欄を設けた申請書への記入。 

 ・保険者が預貯金等に係る金融機関調査を行うための同意書への記入。 

 ・預貯金等の通帳の写しの添付。 

 ＊申請に関して資産要件の確認といった内容となりますのでご家族からの 

   申請を検討しています。 
 

春を通り越し初夏を感じる季節となりました。 

今年もねむの丘職員駐車場にあります花壇を、ひまわり

でいっぱいにしようとご利用者にお手伝いいただき、た

くさんの種を一粒一粒丁寧に育苗用のトレーに蒔いてい

ただきました。どんな大輪の花が咲くのか今から楽しみ

です。 


	Sheet1 (5)
	ADP5A19.tmp
	Sheet1 (5)

	ADP7D5F.tmp
	Sheet1 (5)


