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さくらつばき希望者

☆ うめもも納涼祭 ☆

敬老の日 西川さん 100歳

ある日の献立（常食）

萩ごはん

さけの若狭焼き

蓮根とちくわの煮物

味噌汁 柿 ソフト食

手作り

デザート

栄養士・調理員の紹介

乙村 ①キリン ②買い物、ウォーキング

仁尾 ①ねこ ②ドライブ、キャンプ、昼寝

坂 ①サル ②スーパーに買い物、ドライブ

吉本 ①いのしし ②神社巡り、お菓子作り

金田 ①たぬき ②ピアノをひく

竹口 ①ラッコ ②読書、クロスワード

山本 ①カメ ②山登り、絵手紙
（秋から始めました）

中村 ①牛 ②テレビを見ています

西蔵 ①忠犬 ②家の雑事

時々友人とお茶や温泉

加藤 ①牛 ②子どもと遊ぶ

リーダーからのひと言
給食室では、利用者様

のお気持ちに寄り添いな

がら、味・盛付けを工夫し

「おいしい食事」となるよう

に努めております。

季節のフルーツを使っ

た手作りデザートは大変

喜ばれました。

食べたいものを食べた

いときに・・・個々の要望

にもできるだけお応えして

おります。

恒例のつるべ荘納涼祭や敬老会は

コロナ禍により今年も中止。

ユニットでの祭りを楽しみました。
美味しく食べて

元気に過ごしております。

1 F ユ ニ ッ ト
さくら・つばき・うめ・もも

敬 老 会

一文字習字大会
実習生が描いた

似顔絵です！
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リーダーからのひと言
あじさいの里では同じような

ありふれた日常の中でも、その

人らしくありのままに毎日過ご

していけるよう一人ひとりの個

性に合わせた暮らしの継続の

お手伝いをしています。

職員一同頑張ります💪！！

お楽しみくじ引き

何が出るかな？

職員の皆さんに聞きました
①自分を動物に例えるなら？ ②休日は何してる？

もくせいの里
三村リーダー ①チンパンジー ②ドライブ湯めぐり

泉 ①いぬ ②ドライブ

宮本 ①ねずみ？ ②ドライブ、買い物（雑貨店等）

河村 ①うし ②休んでます

五十嶋 ①ぞう ②散策、リラクゼーション

中山 ①ネコ ②おうちでマッタリ （１０月デイより）

あじさいの里
宮下リーダー ①馬 ②スポーツジム

イオン巡り

道下 ①ダイオウグソクムシ ②静養

岩崎 ①動物占いのコアラ ②登山

池田 ①ミーアキャット ②ベース

ロードバイク

染谷 ①羊 ②今さらながら韓国ドラマ

人生勉強！

料理の勉強！

２Fユニットの紹介

リーダーからのひと言
もくせいの里の合言葉は「いんぎ

らあ～っとしよう」です。

入居者様が「ゆっくりと」「のんび

り」「好きにくつろぐこと」を大切にし

ています。穏やかでゆったりとした

暮らしの中で、共に過ごし、「一人

ひとりが自分らしくいられる」ような

お手伝いをしたい。メンバー一同こ

の気持ちで頑張ります。どうぞよろ

しくお願い致します。

🏮 夏祭り 🏮

気持ちよい、

まったり

お昼寝タイム

です

夏祭り ‼

私、料理専門や

(^_-)-☆
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はぎの里
木内リーダー ①ピューマ ②ヨガ、おフロ

月田 ①ペンギン ②野球観戦

金平 ①猫 ②オタ活

中村 ①まぐろ ②ス－パー銭湯でマッサージ

桝本 ①トカゲ ②オタク

中垣 ①リス ②お風呂、布団で過ごす

リーダーからのひと言
さざんかのユニットでは、ユニットケ

アの3原則 ①自己決定の尊重 ②残

存能力が活用される ③生活とサービ

スの継続性がある を理解し、相手の

立場になって物事を考え、行動する

事を意識して仕事をしています。

これまでの知識や技術を、これから

つるべ荘を支えてくれる職員に、ミ－

ティングのなかミニ講義を入れ伝承し

ています。サービスの質向上に日々

努めてまいりますので、よろしくお願

いいたします。

リーダーからのひと言
はぎの里は、元気で明るいショート利用

者様が短期間滞在されています。

モットーは「考える介護、楽しむ力」というこ

とで、みんなで考え・出し合い、みんなで楽

しむことを心がけています。

７月には、２階喫茶コーナーと会議室を

オープンにして、利用者・職員みんなで盆踊

り・夏祭りで盛り上がりました。

これからも楽しいことを開催して、選ばれ

るショートの施設になります。

気持ちを込めて

描きます

９月秋のきのこ炊込みご飯と

煮込みうどんを作りました。

皆さん美味しいと好評でした。

さざんかの里
西田リーダー ①孔雀 ②山、海、花、庭、書

村井 ①しば犬 ②TVを観たり、読書をしたりします

木村 ①猫 ②ゲーム、外食、温泉

あとシャイな美女がいますよ。

高級上生菓子でお茶会
お抹茶たてました

リビングでのひと時

テラスでは、季節の馴

染みの花を育てていま

す。入居者から綺麗や

ねと好評です‼

ベランダの野菜収

穫、昼は茄子のオラ

ンダ煮作りました。

焼きそば、焼き鳥、フラ

イドポテト…

楽しみだわ (*⌒▽⌒*)

☆手品ショー ☆
ショート利用者さんの

うめの里（８月はぎより）

小西

①うさぎ

②ランニング

家事、地域活動

年度途中の異動で、紹介

できなかった職員です。

よろしくお願いいたします。

次回は、看護師・居宅の

方々等です。

永年勤続表彰式 R4.10.3
さざんか

テラス

にて

金平

あじさいもくせい職員室



「みんなの幸せ　みんなで創る　つるべ荘」
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　　♦ 研 修 に 参 加 し て ♦

健 心 共 和 （けんしんきょうわ）

健やかに 心豊かに 共に楽しく 和をもって

施設理念

感謝・やさしさ・あたたかさを大切に

発行元：社会福祉法人福志会松任

特別養護老人ホームつるべ荘

〒924-0005 石川県白山市一塚町1351番地1

TEL：076-276-2020 FAX：076-276-2335

E-mail： tsurubeso＠bird.ocn.ne.jp

HP: http://fukushikai-m.com

事務室・連携室
島野施設長代理 ①カメレオン ②副交感神経を高める

竹澤副施設長 ①イルカ ②料理 ドライブ 旅行

岡﨑相談員 ①ねずみ（性格はねこ）

②ヨガ（筋肉痛が心地よい）

高田（業務）①カピバラ ②家庭菜園

板本（事務）①猫 ②ペット動画 ツムツム ナンプレ

羽場（事務）①ビーバー ②総湯めぐり ドラマを観る

山口（洗濯）①ネズミかな？ ②畑仕事（野菜や花）

竹部（洗濯）①馬 ②孫と会う、ミシンで小袋作り

ユニットケア施設として、憩いの場所づくり、喫茶店・図書

館・理髪店・売店といった街の暮らしが身近にあるような

空間づくりをしています。

◎新しくなったつるべ荘の暮らし

喫茶室 理髪室

１Fエントランス ユニットエントランス

ユニットリーダー研修実施研修 坂本 恵子

（R4.7.12～15 於長岡京市 特養 天神の杜）

接遇は、信頼や個人の尊厳を守ることにつながり、

とても大切である。言葉使いや身だしなみ、立ち居

振る舞い方を見直し、高品質のケアができるように

励みたいと思いました。つるべ荘のユニットケアに

対する熱い思い、そして施設方針による取り組みが、

「皆の幸せ」に結びつくことを職員で共有したいです。

介護施設における安全対策担当者養成研修

（R4.9.30 於eランニング） 岡﨑 香帆

施設で発生する事故をゼロにするための対策、起

きてしまったときの対応について今一度考える機会

になった。ケアプランにはできることを記載し、日々

の記録をしっかりととる。当たり前のことだが、事故

発生時は窓口を一つにして、ご家族に事実をわか

りやすくお伝えすることが大切であると学んだ。

ご 挨 拶

つるべ荘施設長代理 島野 桂太郎

この度、堀輝夫前施設長の後を受けま

して、当つるべ荘の施設長代理（管理者）を拝命いた

しました。社会福祉法人福志会松任 つるべ荘にご縁

をいただき、開設時から従事しております。一緒に働

いてきました上司の皆様や同僚、利用者の皆様やご

家族、地域の皆様からたくさんのことをご教示いただ

き、時にはご迷惑をおかけし成長させていただきまし

たことをこの場をお借りして感謝申し上げます。

これまで皆様と共に作り上げ、地域においても福祉

の拠点としてのつるべ荘の名を汚すことのなよう、ま

た、つるべ荘に関わる皆様方のしあわせを創るお手

伝いに、微力でございますが誠心誠意力を尽くしてま

いる所存です。

これまでの施設長方から見ますと、若輩でいまだ至

らぬところもあろうかと存じますが、皆様方のご指導

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げご挨拶とさせて

いただきます。


