新年明けましておめでとうございます。旧年中は当施設の運営に関しまして、格別のご尽力を
賜わり誠に有難う御座います。平成３０年度も、夏祭りや昭和村、餅つき大会等の恒例行事は、
ご家族の皆様、地域の皆様方のご支援のもと滞りなく執り行うことが出来ました。厚く感謝申し
上げます。本年もご入居者様・ご利用者様に寄り添い、地域に根差した質の高いサービスの提供
を心掛けて参りますので、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。
施設長 渡邊多恵子

１２月１１日～１５日の 5 日間、今年で１０
回目となるオレンジ昭和村が開村されました。
オレンジ昭和村は社会福祉法人 瑞祥の冬の一
大イベントで、職員が趣向を凝らして施設内の
あらゆる場所に、懐かしいと感じるような情緒
溢れる装飾を施しています。回想法の一環とし
て、利用者様に輝いていた頃の自分を思い出し
ていただき、未来へと前進していく活力を呼び
起こそうと様々な企画を催しました。
開村式では、渡邊靖之村長のお言葉で開村が高
らかに宣言されました。そして、オレンジ昭和
村ではお馴染みの「青い山脈」を皆で歌い、一
気にムードが高まりました。
来園して下さったご家族様、地域の皆様のお陰
で、今年のオレンジ昭和村も大いに盛り上がり
ました。本当にありがとうございます。
玄関には、どこか懐かしい商店街の
風景を再現しました。
職人がこだわり抜いて作った、街灯
とトタン屋根で玄関の雰囲気はグ
ッと昭和ムードの増した空間とな
りました。右手奥に続く商店の前に
は本物と見間違えるような商品の
数々が並んでいます。
施設に入った瞬間より、昭和ムード
漂う空間が皆様をお迎えしました。

今年も喫茶店は大繁盛でした。
大勢でお茶を飲みながら話に花を
咲かせたり、家族で来店し大事な
時間を過ごしたり、お一人で来ら
れてコーヒーを味わったりと、人
それぞれの楽しみ方で満喫されて
いました。お茶請けのカステラが
最終日には売り切れてしまう程の
多くの皆様に来店していただけま
した。ありがとうございます。

温かく懐かしい部屋を再現しました。
「子供
の頃に住んでいた家にも囲炉裏があった」
「そうそう、こんな電話だった」等と利用
者様の思い出を聴かせていただきました。

教室に入ると学生の頃の記憶がよみがえる
様で、「懐かしい」「こんな風だった」と多
くの方が話して下さいました。

「知覧特攻平和会館」では利
用者様に戦時中の貴重なお話
を聞かせていただくことがで
きました。悲しい歴史を繰り
返さない為にも戦争の記憶を
語り継いでいきたいです。
展示物には職員では使い方が
分からない物も多く、人生の
大先輩にたくさんのことを教
えていただきました。

今年の昭和通りには新しく「たばこ
屋」と「棚田の風景」が加わりました。
たばこ屋は良い写真スポットなりま
した。愛煙家は吸っていたタバコの銘
柄談議に盛りあがっていました。芸者
小屋には新人さんも加わり、更に華や
かな空間となりました。米俵を大八車
に載せて運ぶ老夫婦は迫力満点で、多
くの方がここで足を止めていました。

今年の工房では、自分の
干支や来年の干支であ
るイノシシをモチーフ
にした作品を木工細工、
フェルト細工、プラバン
などで作りました。
今年の映画館元嗣座では懐かしい映画の放映に加え
て、
「ロミオとジュリエット～野間の地に愛された者
たち～」という劇の披露も行いました。予告ポスタ
ーや当日の宣伝、劇中の歌など利用者様も大活躍で、
皆様と素敵な劇を作り上げることができました。

今回新しい試みである、お菓子作り教室を開きました。
第一弾は「あんまき」作り。皮を焼き、あんこと果物
をのせて巻いたら完成。第二弾は「かすてらパフェ」
作り。好みの味のかすてらをカップに入れ、あんこや
クリーム、果物をトッピングして完成。皆様、もの作
りよりも真剣になって取り組まれていました。食べた
らついつい笑顔がこぼれてしまいます。甘い物を食べ
ると幸せな気持ちになれますね。

入所者様のご希望により中部国
際空港常滑セントレアに行きま
した。外のデッキにて飛行機を
眺めたり地元ならではの海鮮丼
を食べたりと楽しまれました。

天気の良い日に野間大坊までお
出掛けしました。和尚様から
様々な話を聞きました。御朱印
を押してもらい持ち帰る方もみ
えました。施設近隣にお寺が数
カ所あるので、今後も機会があ
ればまた訪れたいと思います。

11 月 11 日美浜産業祭に参加し
ました。天候にも恵まれて絶好
の散歩日和となりました。地元
の企業が多く出店をしており、
団子を食べながら楽しく会話が
できました。

施設内にて栽培しているさつま芋
で芋パーティーをしました。入所
者様にとって馴染みの深いさつま
芋を皆さんとても嬉しそうに食べ
られていました。

チャーム作りを行いました。好
きな柄の布を選んでいただき、
マスキングテープやビーズでデ
コレーションしてもらいまし
た。どれも個性的なチャームば
かり！世界に１つだけのチャー
ムが出来ました。

クリスマスリース作りをしまし
た。「もうそんな季節なんだね
ぇ」
「どこに飾ろうかな」と、そ
れぞれの思いを込めて作ったリ
ースを各お部屋の入り口に飾り
つけると、一気にクリスマスム
ードが高まりました。

利用者様と耕してきた農園が収穫
の時期を迎え、「野間保育園さん」
や「野間地区いきいき倶楽部さん」
、
「とよいちさん」
、
「日本福祉大学の
学生さん」等多くの方々と芋ほりを
楽しむことが出来ました。

掘った芋はいきいき倶楽部さんを中心に
茶巾絞りにして頂き、利用者様から託児所
の子供たちへお芋と一緒にプレゼント！
みんなが自分の力を活かし、協力すること
で、素敵な芋ほり大会となりました。
利用者様が若い世代に芋ほ
りのやり方を教えると、元気
いっぱいの若者たちは一生
懸命お芋を掘ってくれ、大き
い芋が出てくるとみんなが
歓声をあげ喜びました。

11 月 11 日（日）美浜町産業祭にて美
浜町社会福祉協議会の皆様と共に赤い羽
根共同募金活動に参加させていただきま
した。天候にも恵まれ、たくさんの地域
住民の方々が訪れており、会場はとても
賑やかでした。私たちは揃いの法被を着
て募金の呼び掛けを行いました。募金し
てくださった方には、赤い羽根に加えて、
絆創膏や風船を配布しました。多くの皆
様にご協力して頂くことができました。
ありがとうございます。

12 月１２日(水)ケアハウスでクリスマス会を盛大に行い
ました。食事は魚すきや屋台の握りずし、天ぷらの盛り合
わせでした。職員による出し物は、２０２０年に向けてオ
リンピック競技を開催、モグラたたきなど、正々堂々と戦
いました。終始皆様は爆笑で幕を閉じることが出来ました。

11 月 30 日(金) 平成 30 年度 第 4 回グループホーム運営推進会議を開催
させていただきました。今回は会場をグループホームのホールに設営して、
普段の入居者様の生活空間を感じながら参加者同士で意見交換を行うこと
で、アットホームな雰囲気の中で開催することができました。入居者様の生
活や施設の運営などに関して貴重なご意見を頂くことができました。

10 月 31 日(水) 秋の涼しさを感じながら、野間保育所の園
児たちと協力してサツマイモ掘りを行いました。入居者の皆
様は、若い頃の経験を活かして上手に芋を探り当て、子供た
ちにどこを掘ればいいのかをアドバイスしていました。芋を
掘り当てた子供たちの元気な歓声が聞こえると、入居者の皆
様も顔がほころんで、子供たちとの交流を楽しまれました。

芸術の秋。書道・絵画・水墨画・貼り絵等、様々な作品を利用
者様が作って下さいました。出来上がった素敵な作品は 10 月
27 日（土）２８日（日）行われた美浜町文化祭に出品させて
頂きました。当日は来園した子供たちとも楽しく交流しました。

運動の秋。利用者様・職
員・学生が一体となって優
勝を目指しました。勝って
も負けても素敵な笑顔で
お互いを称えあいました。

～インフルエンザについて～
流行は、12 月上旬にかけて始まり 1 月～3 月にピークを迎えます。
今季インフルエンザの流行が始まっています。
予防法 ・予防接種・手洗い・うがい・人ごみを避けマスクの着用・体調管理
早めの医療機関を受診しましょう！
★当施設の利用者様・職員のインフルエンザの予防接種は終了しています。
当施設では、感染予防の為 11 月 1 日から面会制限を行っています。
面会者様・利用者様の体調により面会をご遠慮する場合があります。予防に努めましょう！
入所者様の健康診断を 11～12 月にかけて行いました。委託医と健康管理に努めていきます。

文字の並びがバラバラになっています。絵をヒントに正しい言葉になるように、マスの中の文字を
並べかえましょう。

① ぶ し は ら

⑤ め ん お か れ

② づ め か ん

⑥ き ん め ん せ

③ お づ り る
④ と な び わ

脳をしっかり使わなければ脳の働きは鈍って
しまいます。脳も活発に働かせることで鍛え
られるので、脳を使う習慣をつけましょう。

10 月 15 日（月）第 9 回人間力セミナーが開
催されました。今回の講師は、株式会社アビリ
ティトレーニング代表取締役 木下晴弘氏で
す。特に記憶に残った「自分が源泉」という言
葉は、現状を創りだしたのは自分である。原因
も解決策も自分にあるのだという意味で、職場
での考え方だけでなく、家庭内にも通じるもの
があり、とても感銘を受けました。明日から実
践できる心遣いを教えていただきました。
10 月 30 日（火）防犯訓練を行いました。今回
は、夜間帯にユニット玄関で不審者を発見する
想定としました。発見者は第一に、不審者がい
ることを他職員に速やかに知らせること、そし
て施設内への侵入を防ぐため施錠を行うことで
す。勿論、通報連絡も同時に行います。不審者
の身長や服装などできる限りの情報を把握し、
職員間で共有することが大切だと学びました。
11 月１7 日（土）渡辺病院附属会館にて「家族のし
あわせ」をテーマとしたモラロジー生涯学習セミナー
が開催され、地域の方々や職員も学ばせて頂きまし
た。家族がしあわせになるには、家庭に愛情があふれ、
互いに心から敬意を示し、強いきずなで結ばれている
事が大切であると教えて頂きました。
また、講義の間にはアトラクションとして受講者の皆
様の健康増進と、心と体を芯から癒すため太極拳を行
い、心身ともにリフレッシュすることができました。

11 月 9 日（金）は記念す
べき渡邊多恵子施設長の
お誕生日です。今年も職員
より、花束や色紙等のプレ
ゼントを感謝の気持ちと
一緒に贈りました。
施設長の仕事に向かう姿
勢、心遣いは我々職員の良
きお手本であります。これ
からも施設長を見習い、よ
り良い施設作りを目指し
ていきたいと思います。

12 月 17 日（月）渡辺グループクリスマスパーティーが
開催されました。テーブルの上にはパーティー料理が並
び、会場の外には屋台が 5 種類もあり、今年も美味しい料
理をお腹一杯食べることができました。余興では世界的に
有名なマジシャンのマジックショーが行われ、たくさんの
歓声が会場に湧き上がりました。会の締めくくりには、恒
例の「大抽選会」が行われ、豪華賞品を勝ち取る強運の持
ち主たちが次々に名前を呼ばれ、歓喜に湧いていました。
会は終始盛り上がり、もうじき訪れる新たな一年への活力
となりました。

身体を温める

風邪を引いてしまった時は・・・
十分な水分補給

菌やウイルスは熱に弱く、生姜や根菜などを
摂ることで風邪の悪化予防が期待できます。

発熱や下痢、嘔吐による脱水の恐れがあります。野菜スープ
やスポーツ飲料を摂取することでミネラルも補給できます！

身体ぽかぽか!
材料（2 人分）
大根
5ｃｍ
小ねぎ
適量
人参
1/3 本
白ごま
適量
ごぼう
1/4 本
塩こしょう 少々
生姜汁
大さじ 1
水
250ml
鶏ガラスープの素 小さじ 2

作り方
①大根、人参、ごぼうは 1 ㎝角に切る。小ねぎは小口切りにする。
②鍋に、鶏ガラスープの素、水、ささみ、➀を入れて火にかけ煮
立ったらアクを取り、弱火にして 10 分煮る。ささみを取り出
し、粗熱が取れたらほぐして鍋に戻す。
③ ② に生姜汁を加え、塩こしょうで調味する。
器に盛り、ねぎとごまを散らす。

≪作り方≫
①大根おろしに適量の蜂蜜と生姜汁を加える。
②お好みの量のお湯を注ぐ

今年の干支は「亥」です。
今年も施設裏にある神明
神社への参拝や、施設内に
設置した神社への参拝を
して新年を迎えます。今年
も良い年でありますよう
にと健康を祈願し、新年の
抱負を絵馬に書きます。

一年の事始めとして、心構
えや抱負、好きな言葉など
を書き記します。今年も皆
さんの個性豊かな作品を
楽しみにしています。

『鬼は外～、福は内～』
今年も無病息災を願い、豆
まきを行います。
平成 31 年の恵方は東北東
です！

日頃の感謝をこめて、女性
利用者様から男性利用者様
へプレゼントを贈ります。
渡す方も貰う方もお互いド
キドキしますね！？

あけましておめでとうございます。
昨年は自然災害が多くみられ、自然の脅
威にどのように対応していけば良いの
かと、様々な形で課題を与えられた年で
あったと感じています。
そして、今年は平成という激動の時代に
終わりをむかえ、新しい年号を迎える年
となります。
社会福祉法人瑞祥も皆さまのお陰で開
設より 30 年が経ちました。今後も 40
年、50 年と向けて、職員一同一層尽力
致しますので、今後共よろしくお願い致
します。
新聞部一同

施設内に飾られるひな人形と
一緒に記念撮影をして、ひな
あられを食べたり歌を歌った
りしながら楽しみましょう。

バレンタインデーのお返し
で、男性利用者様から女性利
用者様へプレゼントを贈りま
す。昔の恋の話を聞かせてい
ただいたり職員の今の恋の話
を聞いていただいたりと、楽
しい時間を過ごしましょう。

社会福祉法人

瑞祥

●特別養護老人ホーム ビラ・オレンジ
●特別養護老人ホーム ビラ・オレンジ（ユニット型）
●特別養護老人ホーム ビラ・オレンジ短期入所生活介護(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)
●軽費老人ホーム ケアハウスみはま
●グループホーム オレンジ
●美浜町デイサービスセンター
●ホームヘルパーステーション オレンジ
〒470-3235 愛知県知多郡美浜町野間字新前田 212-1
TEL:0569-87-3200(代) FAX:0569-87-2501

