






 

 

 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２３年 ８月  第４号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

サッカー女子Ｗ杯で初優勝。決勝で戦ったアメリカとの対戦成績は日本の 21 敗３分。過去 24 回の対戦で１度

も勝ったことがなかったそうです。震災以来沈滞ぎみの日本には特別明るいニュースだったのではないでしょう

か。      それにしても女子は強い…２階の職員も…                                                                           

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

今月今月今月今月はははは【【【【中庭誕生中庭誕生中庭誕生中庭誕生】】】】をををを特集特集特集特集！！！！    

 

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 
金子
か ね こ

 晶夫
あ き お

 

おおおお知知知知らせらせらせらせ    

納涼祭でのご協力ありがとうございました。次号で当日の様子をお知らせできればと思っております。        

中庭でのボランティアも募集中です。カフェのオープン時間を増やすためにも是非お願いします。      

 

昨年秋の面談での一コマです。 

職員がつぶやきました。       

中庭の模型でした。          

利用者さまにクリスマスプレゼント

として準備することになりました。  

介護士 
 

小林
こばやし

 由美子
ゆ み こ

 介護士 

あさがおに新卒で入職し、１

年半が経とうとしています。   

平成生まれとして、人生の先

輩方に接し様々なことを学べ

て幸せです。                                     

                       

生まれは静岡市、関西と関東

の真ん中です。食べ物の味も

中間、気候も暑くも寒くもなく

…その為か私ものんびり屋で

す。よろしくお願いします。       

                     

忙しくて散歩に行けない。 

庭に休む場所があれば外 

に出てもらえるのに。 

 

ではアイディアを 

出して下さいね。 

 

昨年の 12 月”カフェあさがお”がオープンをしました。 テープカットに続き花を植え、ミニコンサートが開

かれました。 今後も季節を感じていただきながら憩いのスペースになればと思っております。       

 

 

 

作ってみました。 

宮川ＣＷが持参した物とは… 



 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２３年 ９月  第５号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

今月今月今月今月ははははもちろんもちろんもちろんもちろん【【【【納涼祭納涼祭納涼祭納涼祭】】】】をををを特集特集特集特集！！！！    

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 
櫻井
さ く ら い

 さよ 

９９９９月月月月のののの予定予定予定予定    

７ 日 14：00 朗読ボランティア  16 日 14：00 ピアノボランティア  25 日 14：00 誕生会           

18181818 日日日日    14141414：：：：00000000    敬老会敬老会敬老会敬老会（（（（全体行事全体行事全体行事全体行事））））       そのほか、料理教室、唄のボランティアの予定があります。     

 

介護士 
 

山崎
やまざき

 美幸
み ゆ き

 介護士 

利用者様の笑顔が私の喜び

で、その笑顔が見れるように、

これからも頑張っていきたいと

思います。                                  

                       

                     

入職して２年９ヶ月が経ちまし

た。今回、納涼祭の実行委員

長を務めさせて頂きました。皆

に支えてもらったお陰でとても

良い経験が出来ました。                                 

                     

 

バザー会場 芸能ボランティア ゲームコーナー ゲームコーナー 

屋台コーナー 屋台コーナー 盆踊り 花火 

 

バザーのバザーのバザーのバザーの収益金収益金収益金収益金\\\\72,65072,65072,65072,650 はははは

日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社をををを通通通通じじじじ、、、、東日東日東日東日

本大震災被災地本大震災被災地本大震災被災地本大震災被災地へのへのへのへの寄付寄付寄付寄付

金金金金とさせていただきましたとさせていただきましたとさせていただきましたとさせていただきました。。。。    

 

 

8/21 

流しソーメン 

8/7に行われた納涼祭は、“普通の祭り”をコンセプトに臨み、開設４年目にして初めて時間を夕方中心にしまし

た。反省点は沢山ありますが、無事に終えることが出来、ご家族・地域の皆様に心から感謝を申し上げます。           



 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２３年 １０月  第６号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

９９９９月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム    

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 
浅見
あ さ み

 かほり 

10101010 月月月月のののの予定予定予定予定    

４ 日 14：00 駄菓子屋        12 日 14：00 朗読ボランティア   18 日 14：00 シニア大学 お楽しみ会          

21 日 14：00 ピアノボランティア   26 日 10：00 外出レク（水族館） 30 日 14：00 誕生会                 

 

介護士 
 

新井
あ ら い

 聖子
せ い こ

 介護士 

入職して１年が経ちました。介護

をはじめて８年ですが、まだまだ

未熟者です。利用者さんが毎日

楽しく過ごせるように良い介護をし

ていきたいと思っています。よろし

くお願いします。                                  

 

暑さ寒さも彼岸までと故事の伝えにあるように、厳しい残暑も終わり秋の気配が深まってきました。朝晩の温度

差が大きくなる初秋ほど「秋バテ」（体調の崩れや不調）になる方が多くいるそうです。しっかり予防して元気良く

お過ごしください。                                                                                  

入職して１年が経とうとしていま

す。ソーラン節は練習が２回しか

出来ず上手とは言えない演技で

したが、利用者の皆様から「良か

った。楽しかった。」との言葉を頂

き、良い経験になりました。                                  

敬老会 

芋掘り&焼き芋 河内男節で始まり、長寿をお祝いする

表彰、ソーラン節と続きました。 

料理教室 上寿おめでと

うございます。 

メニューはオムレツ・サラダ・酢の物です。 

秋晴れの中、裏の畑で芋掘りをしました。

当日焼き芋にして食べました。 



 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２３年 １１月  第７号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

10101010 月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム    

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 
中澤
なかざわ

 真理子
ま り こ

 

11111111 月月月月のののの予定予定予定予定    

2 日 12：00 料理教室        13 日 12：00 昼食にお寿司     16 日 14：00 オカリナコンサート          

18 日 14：30 ピアノボランティア   27 日 12：00 昼食に手作り餃子＆14：00 誕生会     30 日 14：00 唄           

 

看護師 
 

山崎
やまざき

 春夫
は る お

 介護士 

あさがおに入職して２ヶ月がたち

ました。利用者様の何げない言葉

や笑顔で癒される毎日です。日

常生活援助から必要なケアまで

「毎日おだやかに過ごせるよう」サ

ポートしていきたいと思います。                                  

 

関東地方では 10 月 26 日に木枯らし一号が吹きました。あさがおではインフルエンザの予防接種が始

まり、加湿器も設置しました。来るべき寒さへの準備を整え、元気にのりきりましょう。                    

２階フロアに異動して 10 ヶ月にな

りました。利用者様にもやさしく接

してもらい、日々成長させて頂い

ています。１日１日を楽しく穏やか

に生活できるよう頑張りますので

宜しくお願いします。                             

誕生会 お楽しみ会 

サンシャイン水族館に行ってきました。 

駄菓子屋 

中庭で好きな駄菓子を選んで、食べていただきました。 

昨年に続き、シニア大学の方が来所してくださいました。 

日本舞踊、唄、手踊り体操など、楽しい１時間でした。 

水族館 

誕生会の後はケーキ

作りをしました。 

娘の誕生日には 

担当だったよ。 



 

 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２３年 １２月  第８号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

11111111 月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム    

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 
松本
ま つ も と

 巻子
ま き こ

 

12121212 月月月月のののの予定予定予定予定    

4 日 12：00 料理教室         4 日 9：00 川越外出レク       7 日 14：00 朗読ボランティア          

14 日 14：30 ピアノボランティア   18 日 14：00 クリスマス会       25 日 14：00 誕生会                                                           

 

介護士 
 

若
わか

谷
や

 いずみ 介護士 

あさがおで介護の仕事をしていま

す。９月より皆さんの大好きな料

理作りで元気を頂いています。   

これからも利用者さんと共にいろ

いろ考え、楽しく笑顔の出る料理

作りをしたいと思っています。                                  

 

師走を迎え、今年も残すところあとわずかとなりました。皆様には一年間、さまざまなご協力をいただき

ましてありがとうございました。来年もよろしくお願い申し上げます。                                                                                 

お風呂介助や洗濯物の返却等を

させていただいています。 

話は変わりますが、私の日課は寝

る前に子供に絵本を読んであげ

ることです。最近読んでいるのは

「ぐりとぐら」です。                             

オカリナコンサート 

餃子を手作り。おかわりの声が沢山ありました。 

おでん 

中庭でおでんを食べていただきました。 ほおずきの会。 

餃子パーティ

２階では９月より月に一度のペースで、少人数での料理教室を開催しています。参加された皆さまから好評を

得ています。そこで、料理教室を提案した松本介護士に聞いてみました。 

今年今年今年今年のののの締締締締めめめめはははは【【【【料理教室料理教室料理教室料理教室】】】】をををを特集特集特集特集！！！！    

☆どうして料理教室を始めようと思いましたか？☆ 

利用者さんと楽しく出来ることを日々考えていました。料理なら皆さんで楽しく出来るのではと思ったからです。 

☆心がけていることは？☆ 

   食べておいしく、雰囲気で楽しくなるように、季節ごとにあった飾りつけを皆さんと考えたいと思います。 

☆今後は？☆ 

   常に利用者さん皆で出来る料理を考えています。１２月はスイートポテトをデザートとして作る予定です。 



 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２４年  １月  第９号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

※職員紹介のコーナーはお休みさせていただきます。 

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

12121212 月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム    

1111 月月月月のののの予定予定予定予定    

８ 日 10：00 初詣 20 日 14：30 ピアノボランティア 25 日 １４：00 唄ボランティア 29 日 14：00 誕生会       

謹んで新春のご挨拶を申し上げます。                                        

旧年中はさまざまなご協力をいただきましてありがとうございました。あさがおも皆さまの

お蔭をもちまして４年目の春を迎えることができました。職員一同、利用者さま、家族の

皆さまのご期待に添えるよう今まで以上に努力していく所存です。本年もよろしくお願

い申し上げます。                                                                                 

クリスマス会 

中之島流、琴美保会でご活躍中の押田様の大正琴の音に 

合わせ合唱しました。 

プレゼントはマッサージ器でした。エレベータを降りた 

所にありますのでぜひ利用してください。 

料理教室 

 

大正琴 

足湯 

 

 

マッサージ器です  

 

 

   

川越外出 



 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２３年  ２月  第１０号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

1111 月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム    

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 
武内
た け う ち

 美由貴
み ゆ き

 

2222 月月月月のののの予定予定予定予定    

19 日 12：00 料理教室  20 日 14：00 朗読  22 日 14：30 ピアノ  24 日 14：00 ビンゴ  26 日 14：00 誕生会                                                            

介護士 
 

渡辺
わたなべ

 貴人
た か と

 介護士 

あさがおに入職して５ヵ月が経ち

ました。                  

介護の仕事は初めてなので戸惑

いもありますが、利用者様の温か

い笑顔に励まされながらこれから

も頑張りたいと思います。                                  

昨年の９月からあさがおでお世話

になっている渡辺貴人です。毎日

楽しく過ごさせて頂いています。

皆様とお話させて頂くことをとても

楽しみにしています。よろしくお願

いします。                             

みう保育園 

初詣 

演奏、お遊戯など愛らしい姿に、皆さんも笑顔がいっぱいです。 
 

 

木傘神社に初詣です。     願いごとが叶いますように。 

１月は最高気温が 10℃に届かない寒い日が多く、積雪もありましたが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。カラカラ

天気も 30 日以上続きました。ちなみに、空気の乾燥により火災の危険が大きいと予想された場合に発表される乾

燥注意報は地域によって基準が異なることをご存知ですか。最小湿度（１日の湿度で一番小さい値）と実効湿度

（木材などの乾燥具合）で都道府県ごとに基準が決まっているそうです。風邪だけでなく火の用心もお忘れなく。                   



 

 

介護老人保健施設 あさがお 

 

平成２４年 ３月  第１１号 

〒336-0974 

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-1 

Tel 048-878-7188 Fax 048-878-7166 
 

※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用者さまの同意を得ております。 

２階 

2222 月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム    

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    

 
宮川
みやかわ

 昌
ま さ

久
ひさ

 

３３３３月月月月のののの予定予定予定予定    

14 日 14：00 朗読ボランティア 16 日 14：30 ピアノボランティア 17 日 14：00 アニマルセラピー（家族介護教室にて）      

25 日 14：00 誕生会＆歌声喫茶 28 日 14：00 唄ボランティア 31 日 14：00 ぼた餅作り                 

 

介護士 
 

菅井
す が い

 洋二
よ う じ

 介護士 

「宮川の周りには、いつも笑顔が

花咲く。」…そんな介護士を目指

しています。『歌声喫茶』と題した

生ギター弾き語りによるレクを開

催しておりますので、是非ご参加

下さい♪次回は「春」をテーマに

演奏致します。                                

 

１２月～２月まで、東日本と西日本の平均気温は、26 年ぶりに３ヶ月連続で平年

を下回ったそうです。記録的な寒さに負けていませんか?              

周期的な気温の変化はまだまだ続くと予想されますが、花の便りもあちらこちら

から聞こえてくるようになりました。待ちに待った春の足音に心が浮き立ちます。   

あさがおに入職して、１年８ヶ月が

過ぎました。毎日、利用者の方の

笑顔に支えられ、やって来られま

した。これからも、色々と勉強し

て、少しでも安心していただき、笑

顔を返せる様に頑張って行きます

ので、よろしくお願いいたします。     

誕生会 

ビンゴ大会 

３／１朝。２階からの冬景色。 

みう保育園 

皆さんが二十歳の頃に

流行っていた歌を合唱し

てお祝いしました。 

料理教室 

先月に続き来訪してくれました。 

 

 

 

 

 


