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揚げたて天ぷら

当 法 人のショートステイでは︑利 用 者 様が家 庭に

居るような雰囲気の中で︑楽しく生活していただけ

体操で楽しく体を動かしたり︑フラワーアレンジメ

るよう心掛けています︒

ントに取り 組んだり︑職 員 と一緒に折り 紙や塗り 絵

などで壁面飾りを作ったりしています︒ユニットはいつ

も華やかで季節を感じる空間となっています︒

遠州の園／第二遠州の園／楽寿荘

おやつ作 りや駄 菓 子バイキング︑喫 茶など色々な

企画を取り入れ変化のある生活を送っていただいてい

ます︒また昼食作りでは︑季節の天ぷらをユニットで

揚げ︑出来立てを提供しました︒ご自分で好きな天

ぷらを選ばれ︑お腹いっぱいになるまで召し上がられ
ていました︒

また︑施 設の畑では季 節の花や野 菜を育てていま

す︒今年は︑なす︑きゅうり︑オクラなどの苗を植

えました︒利 用 者 様 と成 長 する過 程 を楽しみなが

ら育て︑取れたての野菜を和え物や即席の漬物にし
ていただきます︒

時には︑気 分 転 換を兼ね春には桜やつつじ︑秋に

は紅 葉などを見に出 掛けます︒﹁前には〇〇の桜を

見に行ってたよ︒懐かしいや〜！﹂など笑顔で話され︑

昔話に花が咲きます︒ドライブは利用者様にとても
好評です︒

職員は︑利用者様に喜んで頂けるアイデアを出し

合い︑一緒になって楽しみ︑笑顔でいられることが一番

と考えています︒利用者様からの﹁楽しかった︒﹂
﹁ま

た来るでね︒﹂という言葉が私達職員にとって︑とて
も嬉しいことです︒
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﹁また来るでね♡﹂ショートステイ

桜餅風パンケーキ

花に囲まれて
遠州の園

第二遠州の園

楽寿荘

〜バケツ朝顔〜
去年、もち米を育てたバケツを使い、今
年は朝顔の花を育てることにしました。
もち米を育てる中で、成長に差がありま
した。今回は、日当たりと水やりに注意し、
花の知識に詳しい入居者様のアドバイスを
聞きながら大切に育てていきたいです。
きれいに咲く花は勿論、伸びてくるツル
を使い、緑のカーテンになるまで成長して
くれたらうれしい
です。

〜きれいに咲いています♪〜
園内には何か所も花壇がありますが、今
回は利用者様からよく見ることができる中
庭のものを紹介します。
リハビリ室の前は、きれいな花が色とりど
りです。入居者様のお部屋の前は、ふくろ
なでしこで統一された素敵な洋風のお庭と
いった風情です。どちらも職員が丹精込め
てお世話しています。お花は見るだけでも
癒し効果があるそうです。お花が身近にあ
ることで日々の暮らしが豊かになればいい
なと思います。

〜花いっぱい〜
施設の敷地内にはたくさんの花が植えら
れています。
春には、桜の木の下でお花見を行いカラ
オケと踊りで楽しみ、甘酒をいただきます。
桜の木は本当に見事です。桜のあとは、菖
蒲・つつじ・芝桜・カラー・芍薬・バラ・
あじさいなどが次々と咲きはじめます。
夏には、種をまいた朝顔がたくさん咲い
てくれる予定です。秋には、イチョウの木
が色づき施設内を散歩するだけで四季を感
じることができます。庭へ出ると近隣の高
校からブラスバンドの演奏が流れてくること
もあり、施設内の環境に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

法人 本 部
令和3年度
新規採用職員辞令交付式を行いました
令和３年４月１日清々しい青空の中、遠州の園にて３
名の（遠州の園２名，第二遠州の園１名）入職式を行い
ました。
大石英二理事長より辞令を手渡され、緊張した面持ち
で受け取っていました。新入職員からは「入居者様の生
活の中で笑顔が増えるように支えたい。」「信頼される
介護職員になりたい。」
という言葉が聞かれま
した。これからの遠江
厚生園をけん引してい
く新しい力を発揮して
いただけると期待して
います。

プリセプター制度って？
１人の先輩介護職員（プリセプター）が新入介護職員（プリセ
プティー）に対して１年間を通して支援していく制度です。知識
や技術面だけではなく、精神面でもサポートしていきます。入職
２〜３年目程の先輩がプリセプターとなることで、業務の見直し
ができることも目的としています。

プリセプターになって

遠州の園 岡本鮎奈（入職２年目）
四月より鈴木雅咲さんのプリセプターを任せて頂く事になり
ました。私は遠州の園に勤めて二年目で、まだ分からない事や
不安ばかりです。他の職員に相談をしたり、一年前の自分や先
輩が教えてくださったことを思い出しながら行っています。
プリセプティーには一人一人の入居者様に合った介助が行え
るように、また業務ばかりに集中せず、入居者様とのコミュニ
ケーションも忘れずに行ってもらえたらと思います。困った時
には、相談しお互いが助けられるような関係になっていきたい
です。
プリセプティーから私に何
か質問されて答えられない時
には、私が先輩職員に聞いて
学んでいきたいです。
私自身も入職一年目よりも
成長できる様に日々努力して
勤めていきたいと思います。
岡本さん
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遠州の園
〜世界でたった一つのフォトフレーム〜
５月のミニ大人の学校では、フォトフレーム作りを
行いました。
遠州の園では、 笑顔をつなぐプロジェ
クト で毎月１枚入居者様の写真をご家族
様へ郵送しています。今回はその写真を、
フォトフレームに貼りお送りしました。世
界でたった一つのフォトフレームです。素
敵に仕上がり、ご家族様にも楽しんでいた
だけたのではないでしょうか。

特別養護老人ホーム

第二遠州の 園
〜鯉カフェ〜
毎年恒例の 鯉カフェ を開店しました（^^）/例年、カ
フェを広場にOPENしていましたが、今年はコロナ禍のた
めそれぞれのフロアで行いました。
５種類のケーキと２種類のカップゼリーから好きな物を
選び、様々な鯉のぼり飾りを見ながらパクリッ！
！
「どれも美
味しそう。迷うなー。」
「美味しいよ。またやってね。」とい
う声も聞かれました(^^♪皆
さんあっという間に完食され、
お腹いっぱいのご様子でした。
大好評につき、来年も開催
決定です！皆さんの、笑顔溢れ
るカフェタイムとなりました。

養護施設磐田市老人ホーム

楽 寿 荘
〜クラブ活動〜
輪投げ・ボウリング・筆ペン・歌声・民謡・生花・脳トレ・川柳などの多くのクラブ活動があり、それぞれ希望したクラブに
参加し楽しんでいます。
どのクラブも始まる前は「わからんや。」
「できせんよ。」と言いながらも開始すると真剣な顔に変わっていきます。
人気のあるクラブは輪投げ・ボウリングで、積極的に身体を動かしています。脳トレでは、計算問題やまちがいさがし
を行います。川柳では5・7・5の丸の中に文字を下書きし、筆ペンで文字を写します。
これからも多くのクラブ活動に参加していただき楽寿荘で楽しく生活が送られるように活動を続けていきます。

川柳クラブ
①まずは下書きからです

②筆ペンで写します

③ステキな川柳の完成です！
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〔遠州の園〕
鈴木（テレビ）、寺田（排泄用品）、廣瀬 ( 排泄用具 )、西室（タオル）、木野（プルタブ）、イズモ葬祭（鉢植え）、植松（はがき）、森岡（老
人車、歩行器、車椅子、ミニ箪笥）、青島（タオル、プルタブ）、松本（排泄用品）、大塚製茶株式会社（新茶ティーバッグ）、西岡（衣類）
有限会社ヤマダイ（新茶）、藤原（書籍）、浜松ホトニクス株式会社（コーヒー、麦茶、タオル）、堀内（野菜苗）
〔第二遠州の園〕
竜洋中学校（手作りマスク）、宮本（フットマッサージャー）、本間（野菜、鉢植え）、鈴木（タオル）、株式会社松下工業（しっ
ぺいぬいぐるみ）、鈴木（ゴミ入れ、千羽鶴）、村田（玄米）、イズモ葬祭（鉢植え）、有限会社ヤマダイ（新茶）、玉田（タオル、マスク
菓子）、岸本（色えんぴつ）
〔本部〕 静岡トヨタ自動車株式会社（加湿空気清浄機）
ボランティア

＊新型コロナウイルス感染予防対策のためボランティアや
慰問、体験実習を休止・縮小させていただきました。

〔第二遠州の園〕 鮫島花の会（花植え）

第二遠州の園

夏まつり開催縮小のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策のため、やむなく下記の日程
にて規模を縮小し入居者様と職員のみで開催いたします。ご理
解賜りますようお願い申し上げます。
遠州の園
『遠州の園夏まつり』8月 8日（日）
第二遠州の園『ふれあいまつり』 7月24日（土）
楽寿荘
『楽寿祭』
7月27日（火）

『脱水』を防ごう！

〇水分の補給だけでは脱水が改善されない！
激しい発汗、発熱、嘔吐、下痢などの状態では水分と塩分
（電解質）が大量に失われます。その際に塩分（電解質）がほと
んど入っていない飲料（水、お茶、ソフトドリンク）
だけでは体
液が薄まり脱水状態は改善されません。
経口補水液（塩分（電解質）と糖分をバランスよく配合した
液体）
を飲むと脱水状態が改善されると言われています。
〇家庭にあるもので経口補水液が作れます！
①水・・・・ 1ℓ
（あれば無塩トマトジュース
300ml+ 水 700ml でもよい）
②塩・・・・ 3g（小さじ 1/2 杯）
③砂糖・・・40g（大さじ 4 と 1/2 杯）
①〜③をかき混ぜると完成です。
傷みやすいので冷蔵庫に入れ、
１日で飲み切ってください。
摂取に関して、持病がある方は
かかりつけ医にご相談くださ
い。

新しくやって来た スマイル３号 です。エアコンがよく効き、
足回りが良好で静かな走りです。車いすを２台載せることがで
き、乗り降りもしやすくなりました。主にデイサービスの送迎で
使用しています。利用者様にも職員にもうれしい スマイル３
号 がただ今活躍中です！

遠江厚生園

特別養護老人ホーム

URL http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp
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遠州の園

〒438 - 0002 磐田市大久保 522 - 1
☎0538 - 38 - 2145

静岡トヨタ自動車株式会社様より５月２０日に『加湿空気清浄
機』を頂きました。安心できれいな空気を放出し生活空間の環
境整備に大活躍してくれると
入居者様、職員共に大喜びで
す。ありがたく活用させていた
だきます。

暑くなってきましたね。近所の土手を歩いていたら蝉の声
が聞こえてきました。子供のころは暑さなんて関係なく、虫
取り網を持って蝉取りをしていたことを思い出しました。当
時よりは蝉の数が減ったように思いますが、蝉たちはとても
元気です。スイカにそうめん、かき氷と今年の夏も楽しみで
す。皆さまも体調に気を付けてお元気でお過ごしください。
（青木）

早川

社会福祉法人

『加湿空気清浄機』ありがとうございます

編集後記

薬局でも市販の経口補水液
を購入できます。

住所
TEL

が新しくなりました！

〜１日１ℓ以上とろう〜

〇脱水の予防と基本！
・食事をきちんととる
・こまめに水分をとる
・睡眠・入浴・運動の前後、運動中、飲酒後は必ず水分をとる
・風通しを良くしたり、
エアコン等を使い環境を整える
・脱水状態のときは水分と塩分・糖分を一緒にとる

遠州の園 管理栄養士

スマイル３号

磐田市老人ホーム

第二遠州の園
住所
TEL

〒438 - 0055 磐田市鮫島 1804 - 1
☎0538 - 34 - 1165

楽寿荘

住所
TEL

〒438 - 0017 磐田市安久路 1-19-2
☎0538 - 32 - 2913

