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10/7、第 9 回秋祭りが開催され
ました。台風、雨天が心配されまし
「家の人にしっかり話を聞いてもら
たが、当日は一転猛暑日となりま
った」と答えた子は、学力が上がる
した。地域
地域の
ということが明らかになったという
地域 の 皆様、
皆様 、 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ様
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記事を読みました。親
親に受け止め
協力もあり、
もあり、利用者様・ご
利用者様・ご家族
・ご家族・
家族・来
場者の
てもらうことで、
場者の 方 に 楽 し んで頂
んで頂くことがで
てもらうことで、親子の
親子の愛着関係が
愛着関係が
きました。
高まり、
きました。
まり、子供の
子供の精神状態が
精神状態が安定。
安定。落
伊豆の国音頭、鶴亀音頭などな
ち着いて勉強
いて勉強に
勉強に取り組める」
める」という
ど、施設長はじめ職員も一緒に盆 11/11 は介護の日。是非、皆さん 見解です
見解です。
です。ただ、親が聞く時に厳し
踊りをさせて頂きました。伊豆の国 覚えてくださいね。介護の日を記 く子供に指摘するのは避けてほし
市音頭保存会の皆様、毎年ご指 念し、伊豆の国市特養連絡協議会 い、話すと親がお説教してくると思
(ぬくもりの里、プレーゲ大仁、いちご ったら、子供は口をつ
南ありがとうございます！
の里、韮山・ぶなの森) が主催する ぐんでしまうからのよ
介護の日イベントを行います。多く うです。（施設長 安河）
の方のご来場、お待ちしております。
毎年この介護の日イベントを案
内していますが、このイベントも数 介護主任の貴家です。日頃、「笑
えること 10 回目を迎えることになり 顔で介護」を心がけている介護職
ます。過去には、伊豆市や沼津市の も、精神的・身体的・経済的に過剰
山木区しゃぎり保存会の皆様に 特養連と協同開催したり、様々な講 な負担を抱えている方も多いです。
は暑い中、長時間に渡り演奏を披 演者にお越し頂きました。今年も記 国は、あの手この手で介護報酬を
露頂きました。ぬえ左衛門との記 念講演に 2 名の講師をお招きしま マイナス！最終的に介護の現場にし
念撮影で 1 枚撮らせて頂きました。 す！楽しみにしていてください！！
わ寄せが…。
いつも若い力で祭りを盛り上げて 日時：
決して、介護職員の賃金アップだ
日時：11 月 10 日(土)13：
)13：00 開場
頂き感謝、感謝です！
場所：
けで問題が解決するとは思えず、
場所：韮山時代劇場 大ホール
出店、ゲーム、バザーも大盛況！出 内容：
内容： 片岡亮太氏、
片岡亮太氏、渡邉元浄氏の
渡邉元浄氏の 介護の仕事にやりがいを感じ、働き
店やバザー出品等へのご協力あ 記念講演、
記念講演、地域包括支援センター
地域包括支援センター たいと思える環境作りを継続する
りがとうございました。
による介護保険
による介護保険・
介護保険・認知症予防講演 ことが必要だと感じます。
私達介護職は
私達介護職 は 、 どうすれば入居
どうすれば 入居
☆韮山・ぶなの
韮山・ぶなの森
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るか を課題とし
課題とし、
とし、入居者様
第 27 回目は、八牧 4 丁目ユニットﾘｰﾀﾞ―山口です！
と共に笑い 、慶び、長生きして
長生きして良
きして良か
名前：山口 和希(やまぐち かずき) 趣味：ダーツ（なにげにプロです）
ったと思
ったと思っていただけるよ
ひとこと：元気があればなんでもできる！元気だけが
うに、
うに、各部署と
各部署と連携を
連携を図り
取り柄のリーダーです。周りの職員に支えられながら
たいと考
たいと考えています。
えています。
明るく笑顔でがんばっています。よろしくお願いします！
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栄養だより

ナースの一言

こんにちは。食欲の秋になり 100kg
を肥えている遠藤です。秋は運動
しやすい気候です。普段行わない
運動を行う方は、筋肉痛になる方
もいらっしゃると思います。筋肉痛
だからとなにも運動をせず安静を
長くしてしまうと、筋肉が固まりさら
に動けなくなってしまいます。筋肉
痛であっても軽度な運動を行うこ
とで、筋肉への血流が起こり、回復
が促進されます。過度の安静では
なく軽度の運動を行うこと
をお勧めさせて頂きます。
（機能訓練士 遠藤）

韮山ぶなの森では、1 年に 3 回の
お菓子のバイキングを行っていま
す。毎年 10 月には和菓子のバイキ
ングを行っています！練りきり、羊羹、
ほうじ茶プリン、焼き芋饅頭、かるか
ん、浮島と飲み込みが多少悪くて
も食べやすいものを取り揃えてあり
ます。全てお菓子作りが上手な厨
房さんの手作り！朝から丁寧に作っ
てくださりました☆お一人様 3 つま
で好きなものを選べ
ますが、皆様とても悩
んで選ばれていました。
(管理栄養士 三橋)

インフルエンザの予防接種の時
期がやってきました。接種後、抵抗
力がつくまでに 2 週間位かかり、有
効期間は 3～5 ヶ月と言われてい
ます。インフルエンザは流行する型
が決まっているものではなく、ワク
チン接種すればかからないわけで
もありません。まわりで流行の兆し
があったら、不必要な外出は避け
ましょう。インフルエンザ感染の広
がりには空気の乾燥が関係してい
るため、室内では、加湿器
の使用をおすすめします。
(看護職 藤池)

サービスのご
サービスのご案内 （平成 30 年 10 月 25 日現在）
日現在）
入居（
入居（特養）
特養）

※ぜひお問い合わせください！

現在、定員 70 名入居。待機者
待機者 15 名(介護 3 以上で、すぐ入居希望の方)。ご相談、施設見学に是非お越し

担当：河野・飯塚

下さい！ 全室個室のユニット型施設です。10 月 7 日（日）秋祭り開催予定です！ぜひお越しください！！

ショートステイ

短期滞在型、宿泊介護サービス。完全個室で 10 部屋ございます。 2 ヵ月前よりご予約受け付けしてお

担当：志村・塩谷

ります。要支援の方も利用可能です。お問い合わせやご見学等、お気軽にお声掛けください。

デイサービス

定員 25 名。総合事業、要支援 1・2、要介護 1～5 の方を受け入れております。

担当：内山・稲木・矢澤

ホームヘルパー
ホームヘルパー
担当：塚本

ｻｰﾋﾞｽ提供時間
ｻｰﾋﾞｽ提供時間最長
提供時間最長 9：00～
00～17：
17：10 温泉を
温泉を是非堪能ください
是非堪能ください！
ください！
新規サービスお受けできない状況となっています。
関係者様におかれましては、ご迷惑おかけしております。

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 3 名体制（澁谷、太田、千喜良）。主任ケアマネジャー配置しています。

担当：澁谷・太田・千喜良

配食ｻｰﾋﾞｽ
配食ｻｰﾋﾞｽ

いつでも相談に応じます。お気軽にお電話ください。 直通電話：055-940-0036
伊豆の国市の委託事業で、ぶなの森で作った昼食をお届け致します。

担当：三橋

管理栄養士の考えたバランスの良い食事を、笑顔を添えて手渡しでお届けしています。

行事予定

ぶなカフェ(
ぶなカフェ(認知症カフェ
認知症カフェ)
11/18(
18(日) 14
14:00～15：
15：30 開催！
開催！ 今回は、本格、たこ焼き作りです。
カフェ) 11/
体操、温泉を使用した足湯、認知症・介護相談 毎回予定しています！
募集要件

求人案内
一緒に働いてくださる職員さんを募集しております。
ホームページやハローワークにおいてもご案内しています。
新規採用、
新規採用、中途採用の
中途採用の方も安心して
安心して働
けるように、ﾌｫﾛｰ
して働けるように、
ｱｯﾌﾟ研修
ｱｯﾌﾟ研修を
理念や求める人材像
める人材像を
共有しています！
研修を行い、理念や
人材像を共有しています
しています！

編集後記
代替、続柄、施行、重複。これら
の漢字の読み方分かりますで
しょうか？あえて正解は書かな
いのでググって頂ければと思
います。正しい読み方が廃れ、
誤っているが伝わり易い読み
方で使用される例かと思いま
す。皆さんは正しい方を選びま
すか？相手に伝わり易い
方を選びますか？（杉本）

部

署： デイサービス

勤務形態： 運転手(送迎・配食等)
問い合わせ： 担当/安河・杉本
詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ先
わせ先

研修の様子

