
　先日、鍛治内看護部長が看護功労者として福島県
知事感謝状を受賞されました。これに続くかのよう
に第二回「キラリふくしま介護賞」を村上絵美さん、
斎藤誠司さん、東城有紗さんが受賞されました。名
誉ある受賞の連続で誇
らしい限りです。来年
は当法人設立十周年を
迎える記念すべき年と
なりますが、また今年
に続く朗報が届いたら
嬉しいですね。

法 人 理 念法 人 理 念
安 心

信 頼 奉 仕

「安心」に満ち溢れた

生活と快適なサービスを

提供します。

人を敬い、人に優しい

「信頼」される施設を

目指します。

「奉仕」の精神のもと、

真心こめて地域社会に

貢献します。
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編集後記

『来年、『来年、
　法人創立　法人創立 1010周年周年をを
　　　　　　　　　迎えま　　　　　　　　　迎えます！』す！』

中庭のテラスから中庭のテラスから
見る『ざる菊』見る『ざる菊』

「花と私、「花と私、
どっちがきれい♪」どっちがきれい♪」 笑顔が素敵！笑顔が素敵！

なでしこ・ひまわり なでしこ・ひまわり

梁川希望の森公園

りんご

久しぶりの外出
楽しいね♪

看護功労知事感謝状受賞看護功労知事感謝状受賞（10月 31日）（10月 31日）
　当施設看護部長の鍛治内悦子さんが、福島県知
事より、これまでの功績が認められ感謝状を受賞
されました。受賞おめでとうございます。
　鍛治内部長より皆様へ一言「皆様のお陰様で知

事感謝状をいた
だくことができ
ました。ありが
とうございます。
出会いを大切に、
感謝心、奉仕心を
忘れずに、誠実
に努めてまいり
ます。今後とも、
よろしくお願い
いたします。」

　今回の防災訓練は、「土砂災害」を想定して実施
しました。訓練前に事前学習を行い、避難誘導訓練、
消火器操作訓練、非常食調理訓練を実施しました。

　コロナの影響により、こ
れまで長期にわたり面会
を制限させて頂いており
ましたが、11 月 1 日より
対面の面会を再開しまし
た。感染症対策を徹底し、
条件を設けておりますが、
直接面会を行っておりま
す。詳しくは事前にご連
絡ください。

面会の制限を緩和しております
（11月1日～）

防災訓練（9月 14日）

テキストを使用して事前学習

負傷者を誘導し応急処置

非常食を作り試食する

「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう！」
ポッキーを食べて、職員の連帯感が深まりました‼

11月11日は「介護の日」！

国見の杜 吉田サダ様国見の杜 吉田サダ様 100歳の百寿100歳の百寿　職員と入居者で
百寿のお祝いをし
ました。おめでと
うございます。

交通安全運動（9月 1日）
　安全衛生委員会の職員が、朝の出勤してきた職員
に交通安全運動を呼び掛けました。安全運転管理者
の遠藤さんからひと言！「心にブレーキを！そして
いつも思いやり、
ゆずり合いの気持ち
を忘れずに！」

紅葉ドライブ紅葉ドライブ

デイサービスデイサービス

満開のざる菊
最高です。

りんご



誕生日会芋煮会芋煮会
「山形風」芋煮、「福島風」芋煮の 2 種類を作りました。
役割を分担して、利用者様と一緒に行いました。

白菜を切って！

舞茸を割いて！

にんじんを剥いて！

さつまいもを潰して！ いっぱい食べて‼( ^)o(^ )

完成！！！完成！！！

「福島風」芋煮
「山形風」芋煮
おにぎり 2種
茶碗蒸し
スイートポテト

～お品書き～
お赤飯　天ぷらの盛り合わせ
鮭の田楽焼き　お煮しめ
お刺身の盛り合わせ
おはぎ　お吸い物
フルーツ

敬老祝い膳 利用者様の長寿を祝って、
豪華な弁当を召し上がって
いただきました。

全部食べられる
かな～？

いただきまーす！
お品書きを見て

何があるか確認中 !

りんご

りんご

なでしこ・ひまわり

けやき・ぽぷら

パンバイキングパンバイキング

作りたてのパンを
お腹いっぱい
食べました！

元気な歌声

おいしい手作り
おやつに舌鼓！

おやつレクとカラオケおやつレクとカラオケ

ハロウィンハロウィン

音頭もしっかり
元気に歌いました。

おいしいパンを
食べてこの笑顔！
焼きたてパンは
美味いない‼

ユニットの飾り付けも
バッチリ！
職員と利用者様も仮装
をしました。

すみれ・たんぽぽ

国見の杜国見の杜

利用者様からの祝利用者様からの祝
い の 言 葉 を 頂 き、い の 言 葉 を 頂 き、
手作りおやつをみ手作りおやつをみ
んなで食べました。んなで食べました。 ボーリングゲーム

国見の丘国見の丘 運動会

中々、外出できない
ので施設内での運動
会。みなさん、久し
ぶりの運動でストレ
ス発散できました！

壁画
利用者様に、色
を塗ってもらっ
たり、切ったりし
てもらい、とて
も素敵な壁画が
完成しました。

デイサービスデイサービス 駄菓子屋さん

懐かしい物を見ても
らったり、好きな駄
菓子を選んでもらっ
たりして楽しんでも
らいました。

けやき・ぽぷら

うめ・さくらりんご

もも

なでしこ・ひまわり

うめ・さくら

全部倒して全部倒して
ストライーーク !!ストライーーク !!

デイサービス
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