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スーパーデイようざん中居

暖かく優しい春風がそよぐ素敵な季節が今年も来ました。そんなグッド

タイミングの４月１日にスーパーデイようざん中居が新規 OPEN すること
が出来て非常にうれしい限りでございます。ようざんでは楽しい月のイベン
トを開催していくことを各事
業所で心がけています。スー
パーデイようざん中居でも、利用者様に合わせた楽しいイベントを毎月考えていくと共に、普段の日
常でも穏やかに安心して過ごしていただけるようなケアを行っていきたいと思います。また、スタッ
フも「中居」に合わせて「仲良い」を合言葉にして、利用者様やそのご家族様とはもちろんのことスタッ
フ間や、地域の皆様とも「仲良い」関係を築いていきたいと考えています。「利用者様の、利用者
様による、利用者様のための」ケアを第一に考え、認知症でお困りのご家族様、そしてご本人様に
喜んでいただけるような場所、そう「春風」のような空間になるよう元気にがんばりたいと思います。
（行方）

ショートステイようざん並榎
皆様、こんにちは！今年の冬は寒さが厳しかったせいか、春を待ちこがれ

底して行うことに決めました。

ていた感じがします。過ごしやすい季節を迎えましたので、散歩やドライ

・A 様はとてもさみしがりや。夜間以外は担当職員を決め必ず職員が

ブ、外食等の外出レクを多く企画しました。職員もご利用者様と外出する

マンツーマンで付き添い、常にそばにいるようにする。

ことは本当に楽しみで、外出先を決めるのにも熱が入ります。

・家族の方が下の名前で呼ぶのですが、苗字で呼ぶより、下の名前

さて、今回のようざん通信では日頃ショートステイようざん並榎で行って

で呼んだ方が反応が良いので苗字ではなく、下の名前で呼ぶ。等

いるカンファレンスをお伝えします。カンファレンスとは、ご利用者様が

実際にこの取り組みを始め、少しずつではありますが以前より表情も

ショートステイを利用されている過程の中での状態の変化や、新しい課

良くなり落ち着いて過ごせているのではないかと実感しております。

題や問題点がないか、介護サービスが適切に提供されているかどうかに

私たちが正しい統一したケアを行うことで、ご本人も安心して穏やか

ついて話し合う会議のことです。毎月複数回にわたりカンファレンスを行っ

な生活を安全に送ることができ、自宅での介護が少しでも楽になって

ております。今回は議題にあがったＡ様についてです。

いくことにも繋がっていくのではないかと思います。

現在、A 様は在宅で生活をしながらショートステイをご利用いただいてお

施設で預かることで介護負担軽減を図るのも大切な目的ですが、認

りますが、最近ますます認知症の周辺症状が強くなり介護するのが大変

知症の周辺症状が軽減することで、ご自宅での介護負担も軽減する

な状況になってきました。それでもご家族は可能な限り自宅で一緒に暮

よう、これからもご家族の皆様やケアマネと連携し、よりよいケアを

らしたいという思いがあります。そこで今回は A 様が落ち着いて過ごせる

目指していきたいです。（小船）

ためにどうしたらよいかということを議題にし、次のような個別ケアを徹

P.2

スーパーデイようざん飯塚
民家改修型スーパーデイようざん飯塚の佐竹でございます。寒さが
遠のき、ようやく暖かい日が続くようになってきましたね。鍋をつつい

ていたのが懐かしく感じられる今日この頃、今月、飯塚からご紹介する
のは春らしく『花』です。昨年、デイ内の大掃除を行ったところ、大量
の植木鉢が “発掘” されまして、捨てるのはもったいない！! という事
で花を植えて持って行っていただこうと企画しました。これが、予想に
反して、飯塚の企画の中で一番の反響がありまして、すでに 5，6 か
所のようざん事業所・利用者の方々に寄って頂きました。花を眺めて、

さいました。土を入れた鉢を “トントン” と床に軽く落として、土が
良く入る様に工夫される方もいました。丁寧で工夫のある仕事をさ
れるので、思わず “ム
ムッ、やるな” と感
心しきり。春になって、
良い場面を見させて
頂いた今日、この頃
です。（佐竹）

皆さんいい笑顔を見せて下さいます。植木鉢への植え替えは、利用者
の皆さん方にお願いいたしました。最初は「嫌だよ〜」「やった事ない
よ〜」などと消極的でしたが、やり始めると熱心に花と土に親しんで下

デイサービスようざん並榎
春爛漫、色とりどりの花が咲く季節になりました。花粉症の方は辛い時期ですが、もう少々
の我慢ですね。デイサービスようざんは、利用者様に「春」を体で感じて頂こうと、温かな日
はお散歩へ出かけたり、箕郷の梅の花を見にドライブに出掛けたりと春を満喫していただきま
した。
また、先月は季節の行事「ホワイトデー」のイベントで、利用者様と一緒にクレープ作りを
行いました。利用者様に粉から混ぜて頂き、利用者様の目の前で一枚一枚クレープ専用焼き
機で作りあげました。あまーい美味しいクレープに笑顔がこぼれ「おいしね〜」の連発でした。
美味しい物を食べる時の皆さんの顔は幸せそのものでした。制作レクは、ペットボトルのキャッ
プを集め、虹のかけ橋を制作中です。近くにお寄りの際はお気軽に完成を見にデイまで遊びに
来て下さい。これからもご利用者様が求めている楽しいひと時を作るため精進していきたいと
思います。（渡辺）

スーパーデイようざん飯塚第２

P.3
ルの曲がホールに響き渡りました。
そして先日、とある土曜日のこと。昼食後の休憩時間で職員が懐かし

みなさん、こんにちはー！

の童謡を演奏。職員の演奏する音に合わせ口ずさんでいる利用者様も

寒かった冬も終わり暖かい春、桜の咲く季節がやってきましたね♪今回

ちらほら♪昔を思い出し、
「あの頃はさ〜…」や「昔はよく歌ったね〜」

はそんな桜の美しさにも負けない “美人の山田” がスーパーデイ飯塚第

なんて会話も聞こえてきます。すると、すると、「よし俺が歌う！じゃあ、

二の様子をお伝えしたいと思います♪♪

荒城の月弾いてくれるかい ?」と男性利用者様が登場！！

春といえば新学期・新生活がスタートする時期。新しい出会いがたっく

春高楼の〜花の宴〜〜♪♪♪

さんある素敵な季節！飯塚第二ではさっそく素敵な出会いが…！なんと、

と、素敵な歌声を披露！飯塚第二のホールに美声が響き渡りました。

なんと、白馬に乗った王子様が（笑）電子ピアノを届けて下さったので

さぁ、これを読んでいるあなた！なんだか飯塚第二に遊びに来たくなっ

す！！！これには利用者様、職員みーんなビックリ！「わーすごい！」と驚

てきたのでは？？ピアノ演奏を聞きたくなってきたのでは？？？私たちの

きの声。その後すぐに「弾いてー！」と利用者様から期待の声。そんな

美声を聞きたくなってきたのでは？？？ってことで是非とも遊びに来てく

期待に応えるようにピアノ経験スタッフが華麗に弾いてくれます。ベートー

ださい♪飯塚第二の美男美女が、最高の笑顔でお待ちしてますよー

ベンやカノンなどクラッシックから懐かしい童謡、演歌まで幅広いジャン

(^O^)♡♡（山田）

ケアサポートセンターようざん飯塚
日増しに暖かくなり春を感じられる季節になりました。皆様いかがお過

ブでは、榛名梅林や高崎染料植物園へ出掛けました。そして、暖かくなっ

ごしですか？

たので皆様、積極的に身体を動かしたくなったのか？いつもの洗濯物

桜の開花の便りも聞かれる今日この頃。ケアサポートセンターようざん

たたみや食器拭き以外にも、色々な事をお手伝いして下さいます。ゴ

飯塚では、笑顔の花が満開です。

ミ捨てや掃除まで・・・私達職員の仕事が無くなってしまいますね（笑）

「暖かくなったらどこかへ出掛けたいな！！」

お手伝いをすればするほど貯まるのが、ようざん通貨。ケアサポートセ

「どっか連れてってよー！」との声が多く聞かれていたので、皆で春を探

ンターようざん飯塚の利用者様はみんな大金持ちです（笑）ようざん

しに出掛けました。まずは近くのたこ公園へ。大きなたこの滑り台があ

商店での買い物を楽しみにされている方が多く、お孫さんや奥様への

る公園です。近所の子供さんが遊びに来ていたので、利用者様は大喜

お土産にと買っていかれる方もいます。

び。一緒に写真を撮ったり抱っこしたりと楽しい時間を過ごしました。

これからも笑顔の絶えない楽しい毎日を利用者様と一緒に過ごしていき

また、職員と一緒に滑り台を滑って楽しむ利用者様もいました。ドライ

たいと思います。（古島）
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スーパーデイようざん貝沢

日々楽しく過ごさせて頂いております。５日に行われた「いやしの里」
では、
ご利用者様に手作り桜餅を召し上がって頂き、名物『貝沢劇団』

あちこちで沢山の花さが咲き、何となく気持ちがうきうきとしてしまう今日

による【大きなかぶ】の劇を観て頂きました。職員だけでなく、ご利

この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。

用者様にも一緒に役を演じていただき、アドリブあり、笑いあり、や

私事ではありますが、先月いとこの結婚式に出席する機会がありました。
新郎新婦をはじめ、出席者はみんな幸せそうに笑っていて、自然と溢れ

り遂げた達成感ありの大成功で幕を閉じました。
本来は、
ご利用者様を『癒す』ためのイベントである「いやしの里」

出す笑顔は素晴らしいですね。心がとても温かい気持ちでいっぱいにな

でしたが、逆に私たちがご利用者様の笑顔に癒された一日となりまし

り、幸福感に包まれた一日でした。わがスーパーデイようざん貝沢でも、

た。この笑顔を絶やさないように、明日からも全力で笑いあっていき

新郎新婦に負けないくらいの笑顔を見せて下さるご利用者様と一緒に

たいと思います。（酒井）

スーパーデイようざん双葉

かる H 様「ステキなお召し物ですね。」の言葉に「そう、もう古いの

カーテンを開けると窓からは、やわらかな春の日差しと、心地よい風が

よ５０年前の物よ。」また、利用日には必ず新聞に目を通し一言。「う

ホール内へと吹き渡り、利用者様をお迎えすべき準備も整い、さあ！いよ

ちのと違うから楽しいわ。」計算が早くかけっこが得意の I 様「経理

いよスーパーデイようざん双葉の幕開け、一日の始まりです。日頃より利

の仕事で 5 玉のそろばんを使ってたから、とびっこは昔から得意。」

用者様から若いわね、きれいよ、かっこいいと声をかけて頂いています

コーヒー通 M 様より美味しい飲み方伝授「砂糖入れたら混ぜないこ

評判の美しき女性スタッフ達と、若きもてもて男性スッタフが、心よりお

と。苦味の後に甘さ到来。２つの味が楽しめるんだ。」そして、うれ

もてなしするこの場所は、どんな人でもつい笑顔になっちゃう。まるで魔

しい言葉「ここへ来ると楽しい。明日も来たい。」限られた短い時間

法の国。ようこそお待ちしていました。

のなかで、いかに利用者様に楽しんで頂き、今度はいつ来るのと心

本日は、利用者様の会話集からホッとして思わず微笑んでしまいそうな、

待ちにして頂ける場所、魔法国を提供できるようスタッフ一同がん

そんな言葉をお届けします。くじ大好き K 様「ああ、こんなに良くしても

ばって参ります。どうぞ皆様ぜひ一度お立ち寄りください。心よりお

らって幸せ。宝くじが当たったらようざんさんに寄付します。」センスがひ

待ち申し上げます。（櫛田）

P.5

ケアサポートセンターようざん中居
ケアサポートセンターようざん中居で普段から行われてる生活の一コ
マを今回はお届けいたします。

色々な「お願いします」があちこちで聞こ
えてきます。やりたい事を、そのとき、そ

「さぁて、花に水でもやろうかな？」お願いいたします。

の場で、好きなだけ・・・いつも「お願

「あら、食事準備の手伝うわよ」お願いいたします。

いします」と頼らせてください。そして、

「テーブルもふかなくちゃ」お願いいたします。

いつも「ありがとうございます」（丸山）

「パチンコしようかな」じゃんじゃんお願いします。
「洗濯物たたもうか？」お願いいたします。
「お茶いれますよ」お願いいたします。

ケアサポートセンターようざん双葉
「あら、いらっしゃーい」「宝くじ買い

３等

た３２９・な４８４・わ３０６・わ４６２・Ａ２１６

に来たわよー。当たりそうな宝くじ３
０枚連番でちょうだーい！」「はーい、

快適！！ お風呂セット

４等

痛快！？コップとお茶セット

喜んでー」

さ１１８・た３１７・た３２８・た３８４・な５２８

我がケアサポートセンターようざん双

わ２２０・わ２６４・わ４４８・を６６・Ａ２１４

葉では、よってって交流会にてようざ

５等

ハズレくじ２０枚にてお菓子セット（お一人様５つまで）

ん通貨を使用した宝くじの販売をし

双葉賞

痒いところに手がと届く、思いやり双葉の「孫の手」

ました。多くの皆様に沢山の宝くじをご購入いただきまして、ありがと

あ３・あ６２・は６０・わ３９８・Ａ２４３・か２８

うございました。

か１・さ５５・ま１８・や２３９

さて、気になる当選番号は・・・こちら！

ところで、ようざん双葉では面白いことが起きています。ヤマダさんが

１等

双畑直送！！ 双葉米５kg を１７１

３人、カナザワさんは２人、ヒロユキさんは２人、ミユキさんが４人

１等前後賞

ようざん通貨５０枚

と、同じ名前のスタッフが集まっています。利用者様・ご家族様には

２等

ちょっと一息♪ アフタヌーンティーセット

わかりづらいかと思いますが、今まで以上のご愛顧をどうぞよろしくお

あ６９・は９１・Ａ３３１

願い致します。以上、
クマさんこと金澤がお送り致しました。
（金澤（嘉））

を１７０・を１７２
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ケアサポートセンターようざん
皆さんこんにちは。３月に入りそれまでは空気も寒々していましたが、春の暖かな空気に変わっ
てきました。家の庭には水仙が目を出し、チューリップの葉も日ごと成長し、可愛い花を咲か
せてくれるのが楽しみな今日この頃です。
ふれあいバラエティショーの方々が沢山見えました。普段の練習の成果を大いに発揮して、
大きな声を出し歌を一緒に歌い、フラダンスを見たり、又とても上手なハーモニカに皆さん
聞き入っていました。孫のようにかわいい人形と触れ合って、どの利用様もとても素敵な笑顔
を沢山見せてくださいました。
私たちも普段、利用者様にいつもこんな素敵な笑顔を見せて頂けるよう・・・接していきた
いです。（茂木）

デイサービスぽから

待ちに待った季節がやってきました〜

そうです春です〜✿

も利用者様も待ちわびた春を満喫しております。とにかく毎日花見三

ぽからの皆さんは花見大好きの方々ばかりなのです。幸いなことに、こ

昧のぽからです。

こぽからの周りは慈眼寺を筆頭に桜の名所が勢ぞろい。河津さくらに

でも食べてばかりではいかんと、体を動かすことももちろん忘れては

彼岸桜、ソメイヨシノ・・・しだれ桜ときたらもう最高級！！ 近くのお

いませんよ。身体が自然に動いてしまうゲームメニューも皆で楽しん

寺にお茶を持ち込み、しだれ桜の巨木をゆっくりと見物です。その迫

でます。そうそう、頭の体操だって頑張ってますよ。あれやこれやと

力の大きさに感動です。彼岸には手作りおはぎをたらふく食べ、職員

利用者様と一緒になって職員も楽しんでいるぽからでした。（芝田）

訪問介護ぽから
こんにちは。
11 月から訪問介護の仕事に従事しております吉﨑と申します。
4 か月が経ちましたが、訪問の仕事に携わったのは初めてなので毎日が学ぶ事ばかりです。利用者様からの温かい
お言葉でいつも元気を頂いております。丁寧をモットーに、少しでも満足して頂けるように励んで参りたいと思います。
宜しくお願い致します。（吉﨑）
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ケアサポートセンターようざん貝沢
日に日に日差しが暖かく、利用者様とのお散歩が日課の今日この頃、

照れ笑い。書き上げた力作は、ホール内に展示しています。

ケアサポートセンターようざん貝沢は利用者様職員共に元気いっぱい、

また、恒例の【ようざん貝沢・いやしの里】では、手作りおやつの

笑顔いっぱいです♪。

桜餅と、利用者様・職員参加で劇・≪大きなかぶ≫と≪ねずみの

天気の良い日は近くへの散歩やお花見ドライブに出掛け、お天気のす

嫁入り≫をしました。とび入り参加になった利用者様もいらっしゃい

ぐれない日は、貝沢でブ〜ム（？！）になりつつある習字をしています。

ましたが、見事なアドリブと職員の熱演で（？）会場は笑いの渦に

皆さん最初は「私はいいよ」「書けないよ」と遠慮されていましたが、

包まれました。手作りのイチゴ大福も、皆さんあっという間に召しあ

いざ筆を手にすると達筆で味のある字を書かれ、職員から「上手です

がってしまい、写真を撮る間もないほどでした。「一つでは物足りな

ね〜」「すごい！！」との声に、「そんなことないよ。恥ずかしいな」と

い」「もう一つ食べたい」と好評でした。（金子）

ショートステイようざん
春の暖かさを感じられる季節になりました。
私がショートステイようざんに異動してきて 2 年、大地ユニットのリーダー
になってちょうど 1 年になります。最初は慣れないため、戸惑うことや迷惑
をかけてしまうことが多くありましたが、スタッフ
の皆さんに支えられて頑張ってこられました。
私たちショートステイようざん一同は利用者様
の立場に立ち、利用者様が望むケアをすることを
いつも心掛けています。利用者様と向き合い寄り
添うことによって少しでも安心して過ごして頂ける
よう、そして、生き生きとした生活を送って頂け
るようサポートできればと考えています。利用者
様は、将来のことや健康状態また、ご自身の存

在価値など、様々
な不安を抱えて生
活していらっしゃる
と思いますが、今
この瞬間の楽しみ
を感じて頂くことで
「不安」が「生き
がい」へと変えら
れます。楽しみとは自然と笑顔が生まれる瞬間であり、この瞬間こ
そが私たちの喜びでもあります。
日々の中で利用者様が笑顔になる瞬間が増えていくことを実感で
きるよう、私たちは様々なレクリエーションやイベント及びスタッフ
によるコミュニケーションを積極的に図っていきたいと思います。
( 石川 )
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ケアサポートセンターようざん栗崎
こんにちは！今日はケアサポートセンターようざん栗崎の春の一日をレ

れてさくらの葉をまいて出来上がり。とても慣れた手つきで作って頂

ポートしたいと思います。

きました。春の山菜おやきは、春の美味しい匂いに誘われて、昼

ピンポーン♪ようざんの車に乗って栗崎へ。
「おはようございます。」ホー

寝をしていた利用者様が、起きてきました。ゲームでは、テーブル

ルのいつもの席に座りお茶を飲みながら、健康チェック。そして朝の体操

ボーリングやテーブルピンポン。ビニール袋で作ったクラゲをうちわ

では” ラジオ体操” や” ３６５歩のマーチ” で身体を動かします。今日は、

で扇ぎます。落ちると、のろわれる〜（笑い）。だから一生懸命扇

お風呂の日、さっぱりした後は、水分補給です。そして、目の前には、歌

ぎます。天気のいい日には、外へ散歩に出かけます。やっぱり外は

集が配られ、みんなで歌をうたいます。お昼の前には、口腔体操、ぱ・た・

いい！笑顔があふれます。他にも、ドライブや、お誕生日会、ぬり絵、

か・ら・・ぱたから。みんなで大きな口をあけて声を出します。結構、気

癒し処の足浴・フットマッサージ。月に一度のイベント、カクテルダ

持ちがいいですよ。お待ちかね！今日のお昼はなんでしょう？残さず食べま

ンスパーティーなどがあります。そしてまたまたお待ちかね、おやつ

した。しっかり歯磨きした後は、午後のレクリエーションの時間です。月に

の時間。黒糖今川焼は大人気。時にはお好みドリンクを飲んで頂い

５、６回は、
ボランティアの方々の慰問があります。歌謡ショー、
ギター演奏、

ています。ようざん栗崎での一日いいかがでしたでしょうか？私たち

南京玉すだれ、アコーディオン，などなど。盛りだくさんです。慰問の方々

スタッフは利用者様のケアサポート、ようざん栗崎と家での暮らしが

に感謝！季節にあった、おやつ作ではひな祭りでの桜餅生地にあんこを入

安心して出来ればと願っています。（工藤）

スーパーデイようざん

や花の香りと共に、春の訪れを利用者様と感じられたことはとても

みなさんこんにちは。段々と日が伸び、暖かくなって春を感じられる季

嬉しく思います。

節になって来ましたね。「春が来た、春が来た。」と、つい歌いたくなっ

外出だけではなく、スーパーデイようざんでは室内でも楽しく利用

てしまいます。

者様は過ごされております。特に室内ゲームで人気があるのは、ピ

さて、スーパーデイようざんのホールには、すでに桜の花が咲いており

ンポン玉を転がして箱に入れ、その入った箱の点数を競うゲームで

ます。この桜は、利用者様と職員で、いい春が来るようにと願って作り

す。ピンポン玉が 100 点に入ると「すごいね！」「やったね！」利用

ました。ホールには満開の桜の木が立っているので利用者様は「何の

者様、職員共にとても盛り上がります。これからも利用者様が喜ん

花？」「何かお祭りですか？」と、お聞きになられる方もいらっしゃいま

で頂けることを第一とし、色々なレクリエーションやゲームなど提案

す。一本の桜の木ですが、利用者様の心を癒しているようです。

していきたいと思います。今後ともスーパーデイようざんを宜しくお

春になると外出する事も多くなり、梅林を観に出掛けてきました。景色

願いします。（郷本）

グループホームようざん
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日毎に日差しは春を感じさせ、梅の白い花が咲いているのを見ると、

味しいね…」と普段見られない笑顔がこぼれました。さすがにプロで

厳しい寒さが続いただけに、ほのかに漂う香りにこころが踊ります。あ

すね。お吸い物もしっかりダシがとれていて堪能したようでした。

たたかな日にはようざんのまわりを皆さんで散歩に出かけると、道端に

日々の楽しみはボランテアさんの慰問、ふれあいバラエテイの踊りと

はたんぽぽの花・フキノトウが芽を出しています。近くにある護国寺に

歌、ハーモニカに合わせて唄う懐メロ・童謡、美容師さんにお化粧

は枝垂桜のつぼみが膨らみ明日にでも咲きそうな様子で、『咲いたら綺

をしていただき何十歳も若くきれいに変身・・・。いろんな方々が

麗だろうね』『みんなで見に来ようね！』と楽しみにしています。女の子

来て下さるのを「今後はいつ・・・」と待っています。天気のいい

の節句『ひな祭り』には ” ポカ寿司 “の職人さんがグループホーム

日は春を探しに近所へお散歩へ。沈丁花の香りを楽しんだり、名前

に来て皆様の前でなんと生寿司を握って下さいました。思いがけずの

のわからない花に勝手に名前をつけたり・・・そして保育園の近くを
通れば「ようざんの人だー！」とかわいい園児が集まってくれ、笑顔

サプライズでした。

シャケ、えび、アナゴ、 の花が満開となります。そして帰りには近くの自動販売機でジュース
マグロを口に入れな

を購入し、お茶の時間に楽しんでいます。

がら「お寿司屋さんに

これからも日々の生活を楽しんで頂き、笑顔が活力となり、元気に「１

来たみたいだ・・・・」 に安全
「ひさしぶりだよ」「美

２に笑顔」で過ごして頂けるように職員全員で頑張ります。

（神宮）

ケアサポートセンターようざん石原
日増しに暖かくなり春本番を感じる季節となりました。皆様いかがお
過ごしでしょうか。
３月のケアサポートセンターようざん石原では、嬉しく、とてもすて

また、法人内他事業所の利用者様もお招きし、ようざん通貨を利
用しての企画も行いました。“ようざん石原すごろく大会” です。高
崎の名所をマスにしてサイコロを振って駒を進めて行くもので、運
の良い人悪い人色々で、大変盛り上がることができました。

きな事がありました。利用者様のお一人がめでたく１００歳を迎えら

これから暖かい日がますます増えて行きます。ようざん石原も活

れたのです。お誕生日会には職員手作りのバースデイケーキを召し上

動的に、明るく元気に過ごして頂けるよう、職員一同で楽しい企画

がって頂き、他の利用者様と歌やゲームで盛り上がり、笑顔多く楽しい

をご提案できるよう頑張って行きます！（本間）

ひと時を過ごして頂くことができました。

スーパーデイようざん石原

皆さんお元気でですか？

あんなに寒かったのが嘘のように急に暖かくなりましたね。花粉も真っ盛りで大変です。そんな中、
スーパーデイ石原では毎日散歩に出掛け、季節の移り変わりを楽しみながら筋力強化に励んでいま
す。３月は雛祭りにちなんで “ちらし寿司” と “甘酒” と “雛あられ” をご用意させて頂き「懐かしいね」

「美味しいよ」と喜んで頂けました。
恒例のようざん通貨企画では、
スーパーデイ石原お馴染み（？）のおやつデリバリーでグループホー
ム倉賀野さんへ春風と共に名物の “ぼたもち” をお届けさせていただきました。お味はいかがだっ
たでしょうか？さあ来月は、いよいよ桜と共にどちらの事業所へ何をお届けするかをお楽しみに！！

（宮一）
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グループホームようざん飯塚

に取り組んでいます、のれん、ポスター、家族写真を飾る方、絵画、

やわらかな日ざしの中に春の訪れを感じ、桜の開花を待ちわびる季節

版画を住み慣れた自宅より持ちよる方、様々ですが、個性に富み温

となりました。

かみのあるとても良い感じに仕上がっています、ご家族の皆様、思い

グループホーム飯塚では、本格的な春の訪れを前に、ホールに梅の壁

出に残る物がありましたらぜひ飾ってください。

画を作製し掲示しています。暖かい日には外を散歩し、日々季節の変
化を感じて頂けるように心掛けています。
施設内では、利用者様の居室について、現在「私好みの部屋作り」

ケアサポートセンターようざん並榎

３月１２日に、毎月恒例のお茶会が開催されました、４月も予定
しています。手作りの和菓子とお抹茶を用意して多くの皆様の参加を
お待ちしています。（白石）

梅の花が見頃になり、春の暖かさを感じる今日この頃・・・皆様お変

返った皆さんのお写真を記念に持ち帰って頂きました。

わりなくお過ごしの事と思います。ようざん並榎では、３月の取り組み

また、誕生日会では 事前に利用者様の好みを伺って昼食を外食

として【ひな祭り撮影会】を行ないました。ひな祭りにちなんで、利

ツアーに切り替えて各々好みの品を召し上がって頂きました。普段

用者様に和服を着て頂き記念撮影をしました。着物と着付けは職員の

提供させて頂いているお食事以上に食欲が増すようで、全員完食さ

協力の下行いました。参加された利用者様は皆、満面の笑顔で（見違

れ、最後には口を揃えて（また来たいね！）と話されておりました。

えちゃったよね）（若い人が着ればいいと思っていたけど着せてもらえ

これからも利用者様の笑顔を引き出せるよう、また、様々な体験・

て良かった）とお話しして下さいました。おみやげに気持ちも表情も若

経験をして頂けるよう努力して行きたいと思います。（市川）

居宅介護支援事業所ようざん
桜咲く季節となりました！今年は 3 月中に夏日があったり、そうかと思え

亜鉛（ミネラル）などが不足すると免疫機能が低下すると言われます。
ビタミンやミネラルは、緑黄色野菜（かぼちゃ、にんじん…など。ち

ば寒い日があったりと寒暖の差が大きく、体調を崩してしまう方も多いか

なみにたらの芽、つくしも緑黄色野菜だそうです！）に多く含まれてい

と思います。栄養バランスのとれた食事をとること、十分な睡眠をとること、

ますから、たんぱく質食品だけではなく、緑黄色野菜もしっかりとって

適度な運動をすることに普段以上に心がけていきましょう。（もちろん、季

ください。

節の変わり目だけではなく、普段から生活のリズムを整えて体調の管理に

また年度が変わり、新たな生活をはじめる方、生活のリズムが変わっ

気をつけることが大切です！）特に、栄養については、たんぱく質が不足

ていく方等いらっしゃると思います。何かとストレスがたまる時期であ

すると、体内で免疫の働きを担っているリンパ球や抗体などの数が減って

りますので、ときには息抜きをしつつ体調を崩さないように過ごしてい

いきます。また、ビタミンＡが不足すると抵抗力低下、ビタミンＣ、Ｅ、

きましょう。（阿部）

グループホームようざん倉賀野

しょう！！」ドーナツにたい焼き、お

みなさん、こんにちは！！陽気もすっかり暖かくなり、先月には「もう夏

好み焼きにたこ焼きに…代わる代

か！？」と思うほどの気温を記録した日もありましたね。外を見渡せば、

わるのおやつ毎、利用者様にも手

きれいな花や鳥のさえずり、チョウチョが楽しそうに飛び回る様子を見

伝っていただきながら、出来立て

ながら心躍るようです。暖かい風に誘われ、散歩やドライブに出掛け

をみんなで「頂きます！！」と、こ

れば思わず上着を１枚脱ぐ利用者様。「いい風が吹くんね♪」と笑顔

れがまた絶品。お茶をすすりなが

が溢れます。また、室内では先日近所の方がご来苑くださり、ハーモ

ら「やっぱり作り立てがおいしん

ニカをご演奏いただきました。優しいハーモニカの音色にみなさん思

ね。」と大満足のご様子です。ホームベーカリーをつかって朝食を

わずうっとり…利用者様からの「荒城の月！」というリクエストにもお応

焼き立てパンで♪なんて朝もありました。

えいただき大熱唱で幕を閉じました。
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まだまだ春はこれから！！４月には散歩やドライブ、畑作りなどの

そして「花より団子！？」ではないですがグループホームようざん倉賀

戸外レクリエーションを積極的に計画するぞー！！まずは花見へレッ

野ではおやつ作りが盛んです。「みなさん！今日のおやつは何か作りま

ツ・ゴー！！来月もぜひお楽しみに。( 秋山 )

スーパーデイようざん栗崎
春の麗らかなる日差しが射し込める中、皆様いかがお過ごしでしょう
か。スーパーディようざん栗崎では、冬から春にかけて利用者様と一

いように身体を動かし、冬の運動不足を解消されている様子でした。
スーパーディようざん栗崎では、初めて『ぽか寿司』を体験しま

緒に苑の畑で、ほうれん草・つみ菜を育ててきました。そして、つい

した。利用者様一人一人の注文に応えて、板前さんが目の前でお

に収穫の時がやってきたのです。収穫中、利用者様は満足そうな表情

寿司を握る鮮やかな手さばきは、お寿司屋さんのカウンターさなが

を浮かべ、和気あいあいと春の収穫を楽しんでおられました。収穫した、

らです・・・利用者様は、「まさか、ようざんでこんな美味しい握り

ほうれん草・つみ菜はお浸しにして、皆さんでおいしく頂きました。利

寿司が食べられるとは。」（＾◇＾）と、皆様感激していらっしゃい

用者様が笑顔を浮かべながら、
「自分たちで育てた野菜は格別だねぇ。」

ました。この日、大好きなお寿司を頬張りながら「おいしい、おい

とおっしゃる姿がとても印象に残っています。これから夏に向けて、「美

しい。」という言葉を何回も聞けたことは、職員にとって大変喜ばし

味しい、じゃが芋を植えよう」と皆さん張り切っています。楽しみがいっ

いことでした。

ぱいにふくらんで・・・(^^)v
また、徐々に気温も上昇しお散歩日和となってまいりました。お散歩
中、素敵な梅の木の前で記念撮影。皆様、自分のペースで無理のな

これから、花や草木が生い茂り生命の美しさを堪能できる季節が、
やって来ます。利用者様の輝く笑顔がたくさん見られるように職員一
同、精一杯努めて参りたいと思います。（松田）

ケアサポートセンターようざん
事業所名

事業所案内

提供サービス

ケアサポートセンターようざん

小規模多機能型居宅介護

ケアサポートセンターようざん並榎

小規模多機能型居宅介護

スーパーデイようざん

認知症対応型通所介護

グループホームようざん

認知症対応型共同生活介護

デイサービスようざん並榎

通所介護

ショートステイようざん並榎

短期入所生活介護

居宅介護支援事業所ようざん

居宅介護支援

スーパーデイようざん飯塚

認知症対応型通所介護

ケアサポートセンターようざん栗崎

小規模多機能型居宅介護

スーパーデイようざん栗崎

認知症対応型通所介護

所在地
群馬県高崎市上並榎町 1180
Tel

027-362-0300

群馬県高崎市飯塚町 1311ｰ6
Tel 027ｰ370ｰ4355
群馬県高崎市栗崎町 141ｰ1
ケアサポートセンターようざん栗崎
スーパーデイようざん栗崎
Tel

027-353-4393

ショートステイようざん

ショートステイようざん

短期入所生活介護

ケアサポートセンターようざん貝沢

小規模多機能型居宅介護

スーパーデイようざん貝沢

認知症対応型通所介護

ケアサポートセンターようざん双葉

小規模多機能型居宅介護

群馬県高崎市双葉町 22-9

スーパーデイようざん双葉

認知症対応型通所介護

Tel

ケアサポートセンターようざん石原

小規模多機能型居宅介護

スーパーデイようざん石原

認知症対応型通所介護

グループホームようざん飯塚

認知症対応型共同生活介護

ケアサポートセンターようざん飯塚

小規模多機能型居宅介護

スーパーデイようざん飯塚第２

認知症対応型通所介護

デイサービスぽから

通所介護

訪問介護ぽから

訪問介護

グループホームようざん 倉賀野

認知症対応型共同生活介護

ケアサポートセンターようざん中居

小規模多機能型居宅介護

4月1日
スーパーデイようざん中居
オープン

認知症対応型通所介護

Tel

027-386-8643

群馬県高崎市貝沢町 1492ｰ1
Tel

027-386-5043

027-386-9943

群馬県高崎市石原町 4516-1
Tel 027-381-6743
群馬県高崎市飯塚町 1030
Tel 027-381-6543

群馬県高崎市綿貫町750-1

訪問介護ぽから
Tel 027-386-5775
デイサービスぽから
Tel 027-386-5776

群馬県高崎市倉賀野町 2191-1
Tel

027-329-5743

群馬県高崎市上中居町 557-2
Tel 027-386-8043

