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めでとうございま
お
寿
ご長〜唐松荘の敬老月間の催し〜 す！
令和3年度の敬老記念式典は、緊急事態宣言発令中のためご利用者と職員のみで行いました。100歳以
上の方が6名、90歳から99歳までの方が74名、80歳から89歳までの方が40名いらっしゃいます。式
典を3部に分け、ゆっくりとお祝いいたしました。一般の方から送っていただいた敬老の日川柳展（5ペー
ジ掲載）
、敬老の日に飾った生花展、後日行った「昭和歌謡コンサート」
（2ページ掲載）等で敬老月間とし
てお祝いいたしました。今年もご家族のみなさまと一緒に祝うことができず、ご利用者のみなさまも大変
さみしい思いをされたことと思います。ご家族のみなさまには、お祝いの様子をLINEで送らせていただ
きました。また、敬老月間の様子をDVDにまとめ、後日、全ご家族に送らせていただきました。

1部 10：00〜

2部 12：00〜

3部 15：00〜

ユニットで
記念品を
受け取られました

理事長あいさつ

式典風景

敬老の日 昼食

ご家族からのメッセージ

川柳展示風景
昭和歌謡コンサート

敬老会式典のDVDを家族で見させて頂きまし
た。母も大変喜んでいる様子が分かり、大変感
謝しております。また、LINEでリアルタイムの
画像を送っていただき、様子がわかり安心しま
記念DVD した。ありがとうございます。
（N.S様より）

生花展示

10月11日から館内での面会を再開しています。

面会について

面会方法は、次のとおりです。
●人数は、3名様までに制限させていただきます。
●面会前には、検温・手指消毒をお願いします。
これまでの面会につきましては、大変ご不自由をお掛けしてお ●面会中は、マスクを外さないようお願いします。
りましたが、当施設におきまして、新型コロナウイルス感染者の ●面会中は、飲食またご利用者への接触はご遠慮ください。
減少・緊急事態宣言の解除に伴い、県外の方も施設内で面会がで ●時刻は、10時から16時30分（12時〜13時30分を除く）で、
きるよう面会制限を緩和させていただくことにいたしました。
時間は30分程度でお願いしています。
面会場所：さくら・もみじ・つばき通りの各小ホール
●職員付き添いの上での面会とさせていただきます。
施設内面会が可能な対象は、下記のとおりの方です。
●ご利用者・職員は、マスクとフェイスシールドを着用いたします。
●新型コロナウイルスワクチンを2回接種し2週間が経過している方
お電話での予約をお願いいたします。予約の重複・
●過去2週間以内に私も同居者も感染者との接触がない方
行事等により日時の変更をお願いする場合もあるか
●過去2週間以内に私も同居者も風邪症状・体調不良がない方
と存じますが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたし
●過去2週間以内に私も同居者も飲食店での会食をしていない方
ます。また、オンライン面会も引き続き実施してお
上記の対象外の方は、
これまで通り面会ブースをご利用いただけます。 りますので、どうぞご利用ください。

ご家族の方へ

ホームページ

http://www.karamatsu-so.jp

夏まつり
8

7

土
新型コロナウイルス感染者数が増
加傾向にあった為、ご利用者と職員
のみで行いました。オンライン登録
されているご家族には、まつりの様
子の写真や動画をLIVE発信し、見て
いただきました。懐かしい盆踊りや抽
選会、花火で夏の夜を楽しみました。

1000円

カラオケ大会 7 21 10 27 屋台「ホルモンうどん」8 26
水

水

7月と10月にカラオケ大会が開催され、計24曲の熱唱があ
りました。日頃から練習を重ね、皆さん自慢の歌声を披露され
ました。大勢のご利用者が応援に駆けつけ、応援に熱が入っ
ています。

けるな！
コロナに負
第5弾

プロジェクト!
伯備線石蟹駅前にある「新井ホ
ルモン店」様のご協力により、秘伝
のタレを分けていただき新見のソ
ウルフードである「ホルモンうど
ん」の屋台をオープンしました。館
内に食欲をそそるなんとも言えな
い良い匂いが漂い、あっという間
に完売御礼！名店の味に勝るとも
劣らない味にご利用者も職員も大
満腹の一日となりました！タレをご
提供いただいた「新井ホルモン店」
様ありがとうございました。

巨大スイカ コンテスト

喫茶店オープン

各部署、各ユニット対抗で育て
たスイカを持ち寄り、大きさを競
うコンテストの表彰式を行いまし
た。集まった7個のスイカを測定し、
4.5kgのスイカを育てたグループ
ホーム心が優勝となりました。
一緒に育てたご利用者も大喜びで
記 念 写 真をパシャリ。その後ユ
ニットへ戻り、スイカと優勝賞品
のアイスクリームを美味しく頂き、
暑い夏を涼しく過ごしました。

美味しく楽しく水分補給できるよう
に、調理室のスタッフが毎週金曜日に
ドリップコーヒーを出す喫茶店をオー
プンしています。屋外のさくらの小径
でオープンカフェを開き、青空の下で
ご利用者の気分も晴れやかに、会話を
弾ませています。
「明日
は喫茶店がある日じゃ
なぁー」と金曜日を心待
ちにされている声も多
く、日常の楽しみがまた
一つ増えたご様子です。

昭和歌謡 915
コンサート
敬老の日のお祝いとして、２回
目となる「昭和歌謡コンサート」
が行われました。各部署を代表し
た職員が華やかな衣装で16曲の
昭和歌謡のステージを披露いたし
ました。客席からご利用者が手拍
子や馴染みの職員へ手を振って応
援してくださり、賑やかで心躍る
一日となりました。

毎週金曜日

す！
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くらし

くらし

くらし
自宅周辺、墓参りなど外出をサポー
トさせていただいています。感染症対
策を行いながら、懐かしの場所へ行き、
みなさんに喜んでいただいております。
「次はどこに行く？」と次の計画も早い
うちに決まりそうです

十五夜の日に合わせて月見
団子をご利用者のみなさんと
手作りしました。満月の浮か
ぶ秋の夜に思いを馳せながら、
美味しくお月見団子をいただ
きました。

天気が良い日には中庭や桜の小径で
お茶会を開き、暑い日にはアイスやお
好きな飲み物を選んでいただき、お出
掛け気分で楽しんでいます。

職員紹介

職員紹介

介護員

今津 営子
ご利用者さんに常に寄
り添いながら、楽しんでい
ただけるように笑顔を忘
れず日々サポートしていま
す。

藤原 芳美

秋まつり

介護士

田枝 丈明

元気と笑顔をモットー
にご利用者が楽しく安心
して過ごせる様、寄り添い
お一人おひとりに合った
ケアができる様努めてい
ます。

唐松荘で働きはじめて
２年が経ちました。ご利用
者の安心・安全な生活を
サポートできるように笑
顔を忘れず日々取り組ん
でいます。

5000円
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秋のスナ

職員紹介

介護士
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生け花教室

食欲の秋
干し柿作り

スポーツの秋

きれい
な
花じゃ
な

あ
手芸教室

さつまいも掘り

運動会

生け花教室

芸術の秋

ケアノワ委員会
ケアノワ放送からのお知らせ

新コーナーが始まっています！

ご利用者の代わりに外
出し季節の様子や馴染み
のある場所へ行き撮影し
ておりましたが、新型コ
ロナ感染症対策の為、撮
影に出かけることができ
なくなっておりました。そこで、新しく「クイズコーナー」
を作り、ご利用者の方と一緒に考え、話題づくりのために、
馴染みのある昔ながらの問題や、唐松荘にちなんだもの
などを出しています。

秋の味覚といえば、
、
、栗、
まつたけ、ピオーネ、さんま、
とご利用者とお話をしてい
たら、今日はさんまを七輪
で焼いて食べようや、と早
速買い出しに行き、七輪や
炭を準備して今日のお昼は
さんま定食に決定。うちわであおいで炭を
おこし準備万端整い、さんまをゆっくり焼
いてあたり一面食欲をそそる美味しい匂い
が漂いました。ひと手間加えた分、美味し
さも倍増のお昼ご飯となりました。次回は
焼肉！とリクエストが上がっています。

第21回 唐松荘
デイサービスセンター杯

グラウンドゴルフ大会

11月21日（日）正田憩いとふれあい公園にて、213名の方の
参加により盛大に行われました。結果は、次の通りです。

優 勝 角田 裕様 50打
準優勝 石田 強様 53打
3 位 山田 吉徳様 53打

新星クラブ
井原柿の実
千屋アメダス

3000円

小規模多機能型
居宅介護施設

福の木からのお知らせです
ご利用されている方だけでなく、ご利用者の住んでおら
れる地域の方とも関わる機会を持たせていただきたいと
考え始めておりました、ふくふくサロン（地域の方との交
流の場）は感染症対策の為、現在も開催の中止を余儀なく
されています。介護サービスを利用されていない方でも、
福祉サービスについてご相談等ございましたらお気軽にお
尋ねください。
連絡先
小規模多機能型居宅介護施設 福の木
電話 74-9701 担当：田辺

500

円

冬場の換気方法をご紹介いたします！
換気の前に部屋を暖めておくことで、部屋の温度が下がりにくく換
気後に再度部屋を暖める時間の短縮につながります。2 か所の窓を対
角線で開け「入口は狭く、出口は広く」することで、空気の流れがよ
くなり、換気効率もアップします。冬場は夏場と比べて室内と室外の
温度差が大きく、暖かい空気が冷たいところに逃げようとするため、
夏場より短い時間でも十分換気ができます。1 時間に 10 分の換気をす
るよりは、5 分の換気を 2 回にわけて行う方がより効果的になります。
自宅で過ごすことが多くなる季節となりましたが、冬場もお部屋の
換気を効果的に行い、溜まった有害物質や二酸化炭素などを外へ出し、
きれいな空気で過ごしましょう！

●換気をする前に部屋を暖めてお
く（暖房器具はつけたまま）

ご協力を !
アンケートにご協力いただい
た方の中から抽選で 10 名様に、
『ショルダーバッグ』をプレ
ゼントします。付属のアンケート
ハガキに必要事項を記入しポス
トへ投函してください。
【締切】令和4年1月31日到着分
当選者の発表は発送をもって代えさ
せていただきます。

●２か所の窓を開ける（なるべく
暖房器具から離れた対角線の窓
を開ける）
●１時間に３〜５分の換気を２回
行う

アネロ ショルダーバッグ

参考資料：ダイキン工業「冬場の換気方法」
、パナソニック「効率的な換気方法」

※ 当施設および情報紙についてご意見︑ご要望がございましたら︑随時お聞かせ下さい︒

グループホーム心
旬を味わう

デイサービスセンター

【オー！脳・チャレンジ！
！の答え】答え：10.000 円

ご長寿セレモニー
「コロナ禍の中、細やかに接していただき
感謝しています」とご家族から御礼の言葉を
いただきました。
ご長寿おめでとうございます。

100歳

木水久子 様

102歳

小林

米 様

手彫りのお面、小槌を寄贈していただきました！

寄付紹介（令和2年11月〜令和3年10月）

たくさんの方にご支援いただきました。
ありがとうございました。

唐松荘にお住いの皆様にみていただきた
いと新見市千屋 中嶋豊一様より手作りの
お面、小槌を寄贈していただきました。木
を削るところから塗装、装飾に至るまでと
ても丁寧に作っておられ、美しさと力強さ
が伝わってきます。ご利用者のみなさまが
良く見えるところへ飾らせていただきます。
大変ありがとうございました。

●西

守 様 ●小林裕之 様 ●竹崎克己 様
●中山忠子 様
●小滝恵子 様
●小川
悟様
●佐々木文雄 様 ●小川
学 様 ●佐野静恵 様
●山本竹子 様
●冨谷康廣 様
●村上正子 様
●高田節子 様
●逸見亀夫 様
●宮地
弘様
●冨谷正志 様
●山手
●
誠様
宮長 正 様
●山川修一 様
●山本康夫 様
●植田
進様
●山本
弘 様 ●吉田延私 様 ●櫻本洋子 様
●野田篤志 様
●多田敏生 様
●木水
護様
●山陽新聞新見南販売所 様 ●阿新保険センター 様
●あしん広場 様 ●㈱マック工芸 様

職員応援派遣活動報告

主任介護士 原 康介
新型コロナウイルス感染症発生施設への派遣依頼を受け、５日間、
倉敷市内の特別養護老人ホームで活動を行いました。この活動は、
感染エリアにスタッフが固定されるため、その施設の人員不足を埋
めるためのものです。現場職員の負担軽減やご利用者の安心につな
がればと「ご利用者への対応」と「環境清掃」を主に行ってきました。
このような助け合う制度が広がっていけばと良いと思いました。

（順不同）

第12回「敬老の日川柳」展示作品
3回「敬老の日川柳」展示作品のご紹介
敬老の日川柳にたくさんのご応募
いただきありがとうございました︒
応 募 総 数 作 品 の 内︑厳 正 な る 審
査の結果選ばせていただいた 作品
を ９ 月 の﹁ほ ほ え み ギ ャ ラ リ ー﹂に
1か月間展示させていただきました︒
６２

選者
多田あやこ

11

句

孫おとずれて 笑い合う
︵選者添削︶

予告 12

・ 敬老の日

・窓越しの 母の笑顔に 安堵する

・何事も 頑張る実母に 手を添える

・今ならば 少しは孝行 出来たのに

野菜を作ってるよ

年末感謝祭 なりきり

・生きがいと 川柳詠む母 気も若い

・ おばあちゃんに習った

おじいちゃん ずーっとずーっと 金メダル
︵選者添削︶

言葉支えに 生きている
︵選者添削︶

・ 九十三才の ローソク吹いて 母元気

・

・ 両親の

ささえてくれる 家族愛
︵選者添削︶

じいじとばあば 朝からソワソワ 孫を待つ
︵選者添削︶

・ 老いた身を

・

・浮き沈み 母に感謝の 金メダル

子供に生まれ よかったよ
︵選者添削︶

・母背負う たった十歩の 親孝行

・ 両親の

円

・孫からの 米寿の祝い 初スマホ

︵順不同︶

500

15

１
５

土 14：00〜

今回のテーマは

年忘れ紅白歌合戦2021「夜明けは近い」

です

白 組
僕はないちっち
あずさ２号
霧の中の少女
ブランデーグラス

紅
守屋 浩
狩人
久保 浩
石原裕次郎

組

道頓堀人情
ウナセラディ東京

天童よしみ
ザ・ピーナッツ

つぐない

テレサテン

帰って来いよ

松村和子
森 昌子

望郷酒場

千 昌夫

越冬つばめ

雪の渡り鳥

三波春夫

芸道一代

佐渡の恋唄

細川たかし

惚れちゃったんだよ

美空ひばり
都はるみ

※新型コロナワクチンを２回接種し、接種後２週間以上経過されているご入居者の
ご家族の方・関係者の方には、ご来場いただけるように準備しております。

今年も
魅せます！

認知症

「口腔ケア」で認知症予防！
シリーズ⑧ 最終回

ご利用者

福江和世様（94歳）
ご家族

中瀬

愛

クッキング

Vol.59
ラブちゃん

炊飯器で簡単ローストチキン

ペーパーフリルの作り方
用意するもの

紙またはアルミホイル15㎝×7.5㎝
（折り紙の半分の大きさ）
ハサミ
のり
セロテープ

メチオニンが肝臓の毒素を排出し、脂肪肝の予防
骨付き鶏もも肉… 3本
※しょうゆ…………大さじ3
※酒…………………大さじ2
※砂糖………………大さじ3

作り方

※にんにくチューブ…大さじ1 弱
※しょうがチューブ…大さじ1 弱
※オイスターソース…小さじ1

作り方

①骨付き鶏もも肉に楊枝でさして穴をたくさんあける。
②ボウルに※の材料を入れて混ぜ合わせ、
鶏肉を加えて全体にタ
レをまぶし20分漬け込む。
③タレと一緒に皮を下にして炊飯器に入れ、
炊飯ボタンを押す。
④できあがった後フライパンやトースターで焼くと、
皮がパリパ
リになります。

12

金

月

24日

月

行事予定

27日

1

月

2

中旬

木

月

3

3日

木

3日

月

４：００〜
12 月11 日 土 年末感謝祭紅白歌合戦 １

新年御祈祷
とんどまつり

12 月18 日 土 映画会「男はつらいよ 寅次郎恋歌」１４：００〜
※ご入居者のみの参加となっています。

予定

ひな祭り

今後の予定

シアター
3日

※ご入居者のご家族・関係者のみご来場頂ける
ように準備しています。

節分・豆まき

アイ

● 1月

行事予定

クリスマス会
お餅つき

12 月 日本の伝統・文化
1 月 ベストショット
唐松荘が月に一度
映画館になります

紅白歌合戦2021

じょいふる博士の

ひばり・チエミおしどり千両傘…美空ひばり・江利チエミ

● 2月18日

てなもんや

三度笠…藤田まこと・白木みのる

● 3月18日

続・男はつらいよ…渥美

清・倍賞千恵子

2 月 童謡の世界
3 月 海のいきもの

オー！脳・チャレンジ！
！

簡単なクイズに挑戦してみましょう。
じょいふる博士がお年玉をもらいました。
博士が手に持っているお年玉袋の合計は幾らでしょう？
（答えは本紙Ｐ４をご覧ください。
）

「じょいふる」次号もお楽しみに!!

社会福祉法人愛誠会行動理念「ご利用者が喜ぶ事を一生懸命に!」

①15㎝×7.5㎝の紙またはアルミホ
イルを細長く二つに折り、
折り目側
をハサミで半分くらいのところまで
5㎜程度の間隔で切り込みを入れる。
②長い辺の端を2㎜程度ずらしてのり
でとめる。
③ずらしてのりでとめた方を内側にし
て紙をくるくる巻いて端をテープ
でとめる。

編集発行／唐松荘広報委員会

材料入れてスイッチ押すだけ！

2021.11.30発行

昨年８月よりお世話になってい
ます。コロナ禍の最中でしたので
漠然とした不安を抱えての入所で
したが、職員の方々の親切なご対
応に加えてラインを活用したやり
取りが始まったり、ガラス越しの
面会が出来たりと今では本人も家
族も安心しています。
母は音楽と花が大好きで日常的
なイベントや季節ごとのイベント
に参加し楽しんでいる笑顔が届く
と嬉しい気持ちになります。これ
からも皆様に支えて頂き笑顔で過
ごしてもらいたいです。

参考文献：Dr.白澤のアルツハイマー革命ボケた脳がよみがえる

愛

文様

VOL.61 秋号

認知症の予防になぜ口腔ケアが必要
なのか、不思議に思われるかもしれませ
ん。最近の研究では、口の中の細菌バラ
ンスが腸内の細菌バランスに大きな影
響を与えていることが分かりました。腸
内の環境を整えるには、まず口腔ケアが
重要なことがわかったのです。認知症の
予防には口腔ケアが欠かせません。口腔
ケアの基本は歯磨きです。起きた時（朝
食の前）と食後に歯磨きをしましょう。
起床後は口腔内の病原菌が増えている
ので、食事の前に歯を磨きます。就寝前
にはデンタルフロス（歯間部の清掃）を
併用しましょう。

材料

！

シリーズ

