
開　所　後開　所　後

　10 月 21 日、国見の里に入所されている徳江隆様が 100 歳を迎え、福
島県及び国見町より表彰されました。表彰状と記念品の贈呈後、ご家族も
同席され、ユニット入所者様と施設職員みんなでお祝いをしました。
　職員一同ご長寿をお祝い申し上げます。　

　国見の里・国見の杜・国見の丘に入所されている利用
者の家族にて構成された「家族会」より、カラオケ機器
を寄贈いただきました。
　ご利用者の生活・娯楽ならびに心肺機能維持向上に、
大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

　令和 2 年 10 月 14 日、当施設管理栄養士の矢吹美和子さんが
福島県栄養士会より、これまでの功績を称えられ表彰されました。
おめでとうございます。
　矢吹さんから利用者の皆さんへ一言「素晴らしい賞を頂くこと
ができ光栄です。これからも皆様の健康を維持できる様頑張りた
いと思います。」

　この度、職員向けの悩み事の相談窓口として、福島学院大学
の八木先生を招いて開設しております。第２、第４月曜日の月
２回開催しています。何でもご相談ください。

　10 月 22 日（木）14 時から「消防・避難訓練」を実施しました。
3 施設（里・杜・丘）では、合同にて毎回計画し、「消防・避
難訓練」を年 2 回、昼間想定と夜間想定などを実施しています。
今回は、昼間に国見の里の厨房付近から出火したとの想定で訓
練を行いました。今回の訓練は、火災箇所の確認、消防署への
通報、初期消火、入居者様の避難誘導、避難連絡等について実
際に訓練を実施しました。訓練終了後は、伊達地方消防組合
中央消防署からの訓練の講評と注意事項等について話があり、
その後、水消火器を使用した消火訓練を行いました。
　今後、火災被害を想定した消防・避難訓練を実施しますが、
台風、停電、地震などの災害は突然にやってきます。あらゆる
災害等に日頃から準備が大切であることを実感した訓練とな
りました。 　2020 年 9 月 1 日、「国見の里」は開所して、７周年を迎える

ことが出来ました。これからも国見町小坂の地で、地域の皆様
とともに「笑顔」あふれる施設運営を行っていきます。今後も
皆様のご支援ご協力よろしくお願い申し上げます。

家族会より寄贈
カラオケセット

避難訓練

受彰おめでとうございます

カウンセリング開設

ほっとほっと
　ひといき　ひといき

東屋から東屋から
　国見の里を望む　国見の里を望む

〈社会福祉法人　厚慈会〉発行責任者  施設長  齋藤  茂樹

　　　〒 969-1788 伊達郡国見町小坂南 3 番地
　　　TEL 024-585-5161　FAX　024-585-1588
　　　ホームページアドレス　kunimi-sato.or.jp

　コロナ、コロナで暮れそうな今年 1 年です。「ウィズコロ
ナ」という言葉が日常化した昨今ですが、『ウィズすまいる』
を合言葉に皆でこの危機を乗り切りたいものです。先日、百
歳賀寿のお祝いに同席させていただきました。ご家族の皆様
と出席者の祝福笑顔の中、尊厳に包まれたひとときは誠に貴
重な体験でした。尊敬すべき人生の先達に私たちの明るい光
をあてて、満月のように輝かせることができたらいいですね。
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優勝カップ授与
　　「優勝おめでとう
　　　　ございます‼」

玉入れ

「見事ですね！」

こちらを育てた職員　佐々木清さんより
 「今年初めてアトランティックジャイアントを作っ
てみました。すくすく大きく育つ元気なかぼちゃ。
来年は、もっと大きく作ってみたいと思います。」

赤組 白組
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どれにしようか
迷ってしまいます…」

笑顔あふれる敬老会。
コロナに負けないたくさんの
しあわせにあふれています。

中庭に色鮮やかな
「ざる菊」が咲きました！

　お菓子バイキングで
　　　ハロウィンパーティー

いつもとは少し違った雰囲気を
味わって頂くことが出来ました。
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「こだにずないのがい」と
大きなかぼちゃに
ビックリです。

食事レクでは
　入居者様に食材を
　　切っていただきました。
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流しそうめんでは水の勢いに負けじと
素早く箸でキャッチし召し上がっていました。
皆さんどの写真も笑顔が素敵ですね。

今年も福島風（みそ）と山形風
（しょうゆ）の２種類の芋煮を作り、

みなさんにおいしく食べていただけました。
「おなかいっぱいで～す！」

デイサービスでは「大運動会」を開催！
玉入れ競争では、赤組も白組も
大盛り上がり‼（職員も！）
白熱した戦いが
繰り広げられました。
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お誕生日おめでとうございます！
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