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ポスターコンテスト『夏祭り』

金賞 風組

雨天のため東ユニット駐車場と既存風組フロアーの二か所に分かれ、ねむの丘恒例の夏祭

りを開催致しました。

ポスターコンテストの表彰式の様子

平成28年度ねむの丘長寿番付
平成29年3月31日現在

8月27日（土） ねむの丘祭り

東　（ユニット棟）
横綱 S.T 様 大正２年２月 104 歳

大関 K.H 様 大正４年３月 102 歳

関脇 S.I 様 大正６年４月 99 歳

小結 S.K 様 大正７年８月 98 歳

小結 S.K 様 大正８年１２月 97 歳

小結 I.H 様 大正９年２月 97 歳
小結 T.Y 様 大正９年２月 97 歳

西　（既存棟）
横綱 I.S 様 大正５年１月 101 歳

大関 S.N 様 大正５年７月 100 歳

関脇 U.T 様 大正６年８月 99 歳

小結 I.N 様 大正７年６月 98 歳

小結 H.K 様 大正７年１１月 98 歳
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金賞

７月～９月生まれのみなさま☆お誕生日おめでとうございます☆

84歳 １００歳 ９９歳 8５歳 ９０歳

8５歳９５歳 84歳

９２歳

8８歳 ９０歳

風組職員より・・・

「食欲の秋」なのでイベン

トなどを実施しご利用者

と共に盛り上げていきた

いと思います。また風邪

が流行っているので負け

ずに頑張ります。

9月5日 秋の味覚祭
風組では鱒の塩焼き、鮭のチャンチャン焼き、

豚汁を作りました。鱒は生きた鱒を仕入れて実

際に釣って捌いて焼いて食べました。まだまだ

美味しい食べ物がいっぱいの秋です。またみん

なで美味しい物を食べましょう。

７月２０日 流しそうめん
よい天気の下、ご利用者と一緒に流しそうめんを楽しみました。ご

家族にも協力していただき、天ぷらをたくさん作りとても豪華な昼

食になりました。

橘組職員より・・・

秋になり、橘組では畑のさ

つま芋堀りやりんご狩りな

どご利用者と一緒に食欲

の秋を楽しんでいます♪

また風邪が流行りやすい

時期でもあるため、食べる

前の手洗いうがいはこま

めにしていき感染予防に

努めていきます！
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花組職員より・・・

10月になり花組のリビング

ではハロウィンの飾りつけを

実施しています。また、10月

13日には秋の食材を使って

おやつ作りをしました。ご利

用者の皆さんが「おいしい

よ」と満足して下さったので

良かったです。今後も「りんご

狩り」など様々なイベントを

行って行きたいと思いますの

でよろしくお願いします。

７月～９月生まれのみなさま☆お誕生日おめでとうございます☆

8５歳９５歳 84歳 8８歳 ９０歳

７９歳 ８２歳 ９８歳 ７６歳 ９４歳

7月22日 東ユニット合同の流しそうめん
あいにくの天気でしたがご利用者も笑顔で楽しまれ、ご家族の方にも

参加していただき短い時間でしたが触れ合うことができました。来年

こそは晴れるといいですね♪

7月25日 ☀夏野菜ピザ☀
月組のベランダで採れたナス・ピーマン・トマトを使ってピザ風のお

やつを作りました。「香りがしておいしいよ♡」と喜んで食べていた

だけました♪

月組職員より・・・

イベントは12月にクリスマス

会、1月に新年会を予定して

います。外出ができない時期

になるので施設内でも楽しん

でいただけるようなイベントを

実施していきたいと思います。

また、風邪やインフルエンザ・

ノロウィルスの感染にも注意し

てケアをしていきます！
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７月～９月生まれのみなさま

☆お誕生日おめでとうございます☆

７９歳 ８２歳 ９８歳 ７６歳 ９４歳

８０歳 ９６歳 ８７歳

星組職員より・・・

前回のねむの丘だよりから4か月。星組ではイ

ベントが盛りだくさんでした。8月は皆様が楽

しみにされていた『ねむの丘まつり』を開

催！あいにくの雨でしたが、ご利用者の皆さ

まはご家族との交流をとても楽しまれていま

した。その他にも秋刀魚を焼き召し上がった

り、職員が拾った栗を栗ご飯にしたりと日常

の中に季節を感じられるものを取り入れてい

ます。最近は特に寒い日が続いています。ご

利用者の皆様には、体調管理をしっかりと行

いこれからも元気に過ごしていただきたいと

思います。

宙組職員より・・・

宙組ではドーナツ作りやホットケーキ作りなど様々な事をご利用者の方と一緒に行

い、笑顔の絶えない組作りを行っています。寒くなる為外出行事が行えない季節に

なるので、食事会やイベント行事等を企画し今後も明るい組になるよう職員一同頑

張って行きたいと思います。よろしくお願いします。

9月21日小学校の運動会にいただいた招待

状にお礼状を書いてます。毎年招待状を

送って下さりありがとうございます。

7月17日 八崎神輿を楽しみました。

9月20日 宙組ご利用者でドーナツを作りまし

た。ご利用者から「おいしいね♡」と笑顔をいた

だきました。
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７月～９月生まれのみなさま

☆お誕生日おめでとうございます☆

９３歳

９５歳

8月7日の午前中に北橘の古里祭りに行ってきました！

ご家族の方も参加していただき一緒に楽しい時間が過ごせたと思います♪

午後は西ユニットでかき氷を食べ、その後スイカ割りを行いみんなでスイカを食べました！

桜組職員より・・・

季節も秋になり、肌寒くなってきました。ご利用者の体調管理に

気をつけて、元気に笑顔で過ごして頂けるように頑張りたいと思

います。10月はりんご狩り 11月は土鍋パーティー いろいろな行

事も通して、楽しんで頂けるように関わりたいと思います。よろし

くお願いします。

7月7日に前橋の七夕祭りに外出に行きまし

た。

他の施設の方々や園児たちと触れ合う事がで

き、カキ氷を皆様と食べて楽しい外出となり

ました。

楓組職員より・・・

季節も変わり、だんだん肌寒くなってきました。

風邪の流行る時期でもありますが、風邪に負けないよう元気

に過ごしていきたいと思っています。

季節の行事もたくさん予定しているので一緒に参加し、楽しん

でいきましょう！！
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平成28年第2回家族会が9月19日敬老の日に、あいにくの豪雨ではありましたが、62家族、

81名の参加を頂き開催されました。

家族会
① 感染対策について

ノロウイルス・インフルエンザ対応を説明。面会時の手洗い・うがいの実施をお願いする。

② 衣替えについて

冬物の衣類及び肌掛け布団の切り替えをお願いする。

③ 意見交換会

不要となった紙オムツがあるが活用してもらえるか確認される。

ありがたく頂戴し活用させていただくことを伝える。

④ その他

餅つきに使用する釜・セイロ・かまど等を家族会で購入することを伝える。

学習会 「看取り介護」 ～私たちにできることご家族にできること～

ＮＨＫスペシャル「老衰死 穏やかな最期を迎えるには」放送：平成27年9月20日を放映

する。その後、看取りの事例紹介。各ご家族に終末期について考えていただきました。

家族会終了後に各ユニットの環境整備に協力いただき、その後、新米のおにぎりと新さんま、

豚汁で昼食を共にして頂き、親子の良い交流となりました。

ご協力いただきありがとうございました。

午後は長寿をお祝し該当者に慶祝状と写真をプレゼントしました。

平成28年度第2回家族会

次回は平成28年12月23日天皇誕生日に、大掃除と餅つきを計画しています。

より多くのご家族に参加いただけたら幸いです。

９３歳
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交流会＆慰問
楽しい時間をありがとうございました。

八崎八木節会のお囃子や、仲よし会の皆様による踊りでお祭り

気分を盛り上げていただいた後、フロアーごとに屋台料理を味

わっていただきました。天候が悪い中多くのご家族がご参加く

ださいました。

７月１４日 北橘幼稚園児 ７月１７日 八崎神輿

９月２日 青翠高校生 ９月６日 北橘幼稚園児
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◆家族会＆餅つき １２／２３（祝日・金）

◆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月曜日

◆訪問美容 毎月第１月曜日

第３火曜日

◆訪問販売（今井商店）

毎月第１、第３火曜日

低温やけどに注意！！

低温やけどは、痛みを伴わず気づかないうちに進行することが多く、また、重症化してしまうケースも

多いので注意が必要です。体温より少し高い、触れていて「暖かくて気持ちがいい」くらいの温度でも、

その熱源に長時間触れ続けることでやけどを負うことがあります。このような「体温より少し高いくらい

～60℃以下の熱源」に長時間触れ続けることによって起こるやけどを「低温やけど」といいます。

やけどは、「時間×温度」の関係で発症することがわかっています。たとえば、44℃では3～4時間、

46℃では30分～１時間、50℃では2～3分接触し続けるとやけどを発症します。暖房グッズを使用する

際は、低温だからと決して油断せず、｢低温やけど｣の危険性のある道具であることを踏まえて、配慮を怠

らないようにすることが大切です。

暖房グッズを肌に直接触れないようにする、体の同じ部位を長時間温めないようにする、暖房グッズの

中または前や横で寝ないようにするということを守り、「熱い」とか「違和感」を感じたりした場合はす

ぐに使用を中止しましょう。

低温やけどになってしまったら、迷わず医療機関へ

見た目に異常がないように見えたり、あまり痛みを感じなくても、皮膚の深いところでやけどを起こし

ている可能性があります。感染症の予防のためにも、自己判断せず、必ず早めに医療機関を受診してくだ

さい。医療機関に行くべきかどうか判断に迷った場合も医療機関を受診し、医師に判断を仰ぎましょう。

また、水ぶくれができた場合は、自分でつぶしたり、アロエや油、みそなどを塗ったりなどのいわゆる

民間療法などで対処しないようにしましょう。雑菌が侵入してしまうおそれがあります。やけどになるな

んて想像できないくらいの低い温度でも、同じ箇所に長時間触れることでやけどを引き起こしてしまうこ

とに、驚いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

平成２８年１０月１３日より東ユニット棟の外壁塗装工事が開始されました。

工期は１０月１３日から１２月１０日までの約２ヶ月の予定となっております。

工事車両の出入りや作業による騒音等でご迷惑を掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願

い致します。

『東ユニット棟外壁塗装工事並びに既存棟エアコン入替え工事』

についてのご案内

休日、くれぐれも電気カーペットにごろっと横たわって、顔などを直接カー

ペットにくっつけてうたた寝…なんてしてしまわないよう気をつけましょう。

暖かくて快適な冬をどうぞ安全にお過ごしください。

あなたにとって「○○の秋」といえば？

やはり「食欲の秋」でしょうか！おいしい物

がいろいろある季節ですから。ねむの丘でも

収穫したサツマイモでスイートポテト、栗ご

飯、干し柿などを作って楽しんでいます。

みなさま、朝晩だいぶ冷え込んでまいりまし

た。風邪などに注意され元気にお過ごし下さ

い。

編集後記

９月２日 青翠高校生 ９月６日 北橘幼稚園児
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