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みなさん紅白のハチマキをして一生懸命体を動かし競技に参加されました。
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6月３日 バラ園へ行ってきました♪

☆お誕生日おめでとうございます☆

９０歳

９１歳８１歳 ８２歳

８９歳９８歳

６月２８日高崎イオンへ行って

きました♪

久々の外出で楽しみにされてお

り、いろいろな洋服を見てお気

に入りを買ってきました。

８５歳

橘組より
季節も暑くなり体調管

理に気を付けて日々楽

しく過ごせるようにし

ていきたいと思います。

８月には、ねむの丘祭

りがあるので参加の方

よろしくお願いします。

風組より
暑い季節になって来たの

で脱水にならないように

水分補給を忘れずに毎日

ご利用者・職員皆が笑顔

で過ごせるように頑張っ

て行きます。！！
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月組より
8/27ねむの丘祭り、9/19敬老

の日(家族会)、10月リンゴ狩り

この他にもイベントを実施して

いきたいと思います。ご利用者

が食べたい物などがあれば職員

で頑張って作りたいと思うので

リクエストしてください！ご家

族の面会・イベントへの参加を

楽しみにしております♪

5月17日 月・花合同☆いちご狩り

あいにくの雨でしたがみんなでいちご狩りを楽しみました♪職員に負けず

劣らず利用者の皆様もパクパク食べていました。 帰って来てからはいちご

を使っておやつを作りました！こちらも大好評でした♡♡また来年も行き

ましょうね！！

6月14日フラワーパークに行って来ました！！

心配していた雨も降らず、天気が良くてお花もとても綺

麗でした。久しぶりの全員での外出、とても楽しかった

です！（花組）

6月28日 初収穫！！

ベランダで育てている野菜を収穫しま

した。トマトはその場でパクリ！なす

とピーマンは油味噌にして食べました

♪新鮮でおいしかったですね♡（月

組）

☆お誕生日

おめでとうございます☆

８４歳 ９０歳 ９９歳 ８７歳

花組より
花組らしくベランダの

プランターにお花を植

えました。ご利用者の

皆様も喜んで下さり、

水やりにも参加されて

います。今後も、何か

ご利用者の皆様が喜ん

で下さるようなイベン

トを職員同士で話し

合って実施出来たらと

思います。
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5月20日グリーン牧場に外出しました。

天気も良く動物たちとふれ合いとても楽しんでいました。

6月25日食事会

星組の皆さまでうどん打ちを行い

ました。皆様楽しんでイベントに

参加されました。

79歳

９３歳

８９歳

９０歳

８８歳

８７歳

８６歳

☆お誕生日

おめでとうございます☆

宙組７月の飾り「ひまわり」を作り

ました。みなさん真剣に作ってくだ

さいました♬

宙組より
こんにちは、宙組です。

宙組では7月に流しそう

めん8月にはねむの丘祭

り、9月にはご家族との

食事会イベントを予定

しています。宙組ご利

用者が毎日楽しく笑顔

で過ごせるようサポー

トして行きたいと思い

ます。今後とも宜しく

お願い致します。

星組より
星組は職員の異動も有り

ましたが、全体で協力し

ご利用者に笑顔で健やか

に過ごしていただきたい

と思います。また夏祭り

や流しそうめんなどのイ

ベントを通してご利用者

にねむの丘での生活に生

きがいを感じて頂く為努

力していきます。よろし

くお願いします。

９０歳 ８７歳
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5月10日桜組、楓組合同でいちご狩りに行ってきました☆

皆さん「美味しい」といちごをたくさん召し上がっていました♪

またおいしいもの食べに行けたらいいですね♡

6月3日 バラ園にご家族と行ってきました。

ご家族と散策を楽しまれ、バラ味のソフトクリームを食べ「お

いしい」と喜んでいました。

７８歳のお誕生日

プレゼントと色紙を贈呈しました。 これからも

笑顔でお過ごしください。

８８歳のお誕生日

あじさい公園で綺麗な花を見てから、よく通っ

ていた馴染みのとんかつ屋さんで食事をしてき

ました。

79歳 ８９歳８８歳

楓組より
外出行事やイベン

トなどの機会を多

く持っていこうと

思っています。ご

利用者や家族の方

にも喜んでいただ

けるよう頑張って

いきたいと思って

おります。

6月24日 七夕飾りを作

りました。お願い事が叶

いますように…

桜組より
春も過ぎてあっという間に夏の季節がやってきました。

気温の変化が激しい季節ですが皆様体調は崩してはお

りませんでしょうか。桜組では、春から隣の楓組と合

同でさまざまなイベントを行ってきました。8月は上

旬にスイカ割りやカキ氷を使った催し物を行う予定で

す。そして、下旬にねむの丘祭りがありますのでよろ

しくお願いします。何を行うかは、ヒ・ミ・ツ です。

☆お誕生日

おめでとうございます☆
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7/7七夕 ～昼食～

・七夕そうめん

・天ぷら（白身魚、ピーマン、

南瓜）

・炊き合わせ（かにカマ、冬

瓜）
色付きのそうめんは天の川をイメージ。

星型に抜いた人参と錦糸卵で飾りました☆

行事食予定

7/18 海の日…海鮮焼きそば

7/30 土用の丑の日…うなぎ

8/5 夏季オリンピック開会…ブ

ラジルにちなんで豆カレーとコー

ヒーゼリー

8/11 山の日…

8/15 お盆…

8/22 セレクトメニュー…

8/27 ねむの丘まつり…焼きそ

ば、フランクフルト、唐揚げなど屋

台メニュー
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平成２８年度 第１回 家族会総会

5月8日（日）に49家族、63名のご家族に参加いただき開催されました。

当日は以下の内容が議論されました。

① 家族会会則について

家族会会則：通帳作成に伴い、第1条に住所を追加

第１章に第４条を追加して設立年月日を追加

② 平成27年度家族会事業報告について

③ 平成27年度家族会役員事業報告について

④ 平成27年度家族会収支決算書について

⑤平成27年度家族会監査報告について

⑥ 平成28年度家族会役員について

⑦ 平成28年度家族会事業計画について

⑧ 平成28年度家族会役員会事業計画について

⑨ 平成28年度家族会収支予算書について

資料に沿って平成28年度家族会収支予算書について説明し、

今年度の年会費を昨年同様の840円と決まる。

⑩ 平成27年度ねむの丘活動報告について

⑪ 平成28年度ねむの丘事業計画について

⑫ 平成27年度苦情報告について

⑬ その他

学習会の内容について伺う：昨年同様に看取りについて要望があがる。

会費が840円と確定し、預り金より引き落とすことを説明する。

全体の家族会終了後に各組の家族会を行い、今年度の家族との交流について話し合われました。その後、畑と花壇、

プランターに苗植えと植え込みの除草作業に協力いただきました。

施設周辺を美化することができました。ありがとうございました。

車椅子体験講習 橘北小学校 ５月２０日

小学4年生の皆さんを対象に車椅子体験の講習

を行いました。初めて車椅子に触れる子が多

く最初はうまく動かせずコース上に設定した

障害物を乗り越えるのに苦労していましたが

最後にはコツをつかめた様子でスムーズに動

かす事が出来ていました。講習の最後に生徒

さんからの感想で車椅子に乗る人に優しくし

てあげたいと思いましたとの言葉があり、非

常に有意義な講習だったと感じました。今後

も活動を通じて地域福祉の活性化に繋げてい

ければと思います。

入浴のケア方針研修椅子 ５月１１日

5月は入浴のケア方針研修を行いました。

新人職員から入社3年未満の職員を対象に入浴

の基本的な部分の内容を皆で学びました。

実際にお風呂にも入りながらご利用者の気持

ちを知り不安なく入浴して頂けるように入浴

体験もしました。

今後の入浴介助の場面で基本を大切にし、そ

の人にあった入浴介助をして行きたいと思い

ます。（隔月に実施しています）
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◆ねむの丘まつり 8月27日（土）

◆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・３火曜日

◆訪問販売（今井商店）毎月第１、第３火曜日

職場体験 北橘中学校２年生 ６月１６日

中学校2年の女子2名が3日間の職場体験で来ら

れ、ご利用者とコミュニケーションやレクレー

ションを行いました。最期に学生から折り紙工

作のプレゼントを頂きました。ご利用者は日ご

ろとは違った笑顔を見せていました。

交流会 橘北小学校 ６月２４日

橘北小学校の4年生が各ユニットでクイズやす

ごろく、折り紙等をして交流を図り、楽しいひ

と時となりました。

７月からユニットの月

組で務めさせていただ

くことになりました。

皆さんの笑顔が少しで

も増えるよう。また、

少しでもより良い自分

らしい生活が送れるよ

うに支援できるように

頑張りますのでよろし

くお願いします。

入社して２か月経ち

少しずつご利用者の

事も解ってきて、ご

利用者の方も私の事

を職員として慣れて

きてくれたと思うの

で、これからは、安

全で安心そして信頼

関係を築いていける

よう努力したいと思

います。

まだまだ未熟

ですがご利用

者の笑顔を大

切に頑張って

行きたいと思

います。

北橘保育園交流会 ５月２７日

歌を唄ったりじゃんけんや肩たたきをしたり、

ご利用者はとても楽しそうでした。

ありがとうございました。

新職員紹介

星組 清水 月組 西浦橘組 深見 橘組 山口 橘組 宮本

よろしくお願いします。

少林寺拳法北毛道院慰問 ６月５日

子供たちによる演武や歌の披露、最後にプレゼ

ントをいただきました。初めての少林寺拳法を

体験することができた心温まる時間を過ごしま

した。

5月の家族会で植えていただいた向日葵が

元気に咲いています。今年は色々な種類が

あり施設内にも毎日飾っています。次回は

ねむの丘祭りや７月～９月の各組の様子を

お届けします。

7月より人事異動がありました

森田 （副主任） 橘組→風組

吉田 星組→居宅

青木 （旧姓：萩原） 星組→橘組

星野 風組→星組

羽生田 8月より） 月組→デイ
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