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職員一同頑張りますので宜しくお願いします。新 入 職 員 紹 介

平成29年 5月 1日～平成29年 8月 31日

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました
ボランティアありがとう 善意ありがとう
阿諏訪澄枝
桑原紀
加藤豊子
日比野綾子
山口昭恵
大島みさゑ
納堂厚子
野村歌子
山本友子
佐野千津子
伊神はる子
佐橋千恵子　
江口志のぶ
舟橋美佐
緒方津苑
吉田英翠
豊田孝子
織田あつ子

池田豊広香
松山義金
大島隆俊
吉野美英
竹市好親
竹市美知子
宮地瑛子
平田圭子
山口昭恵
大島みさゑ
山本晃義
松岡良治
広瀬千鶴
牛草廣子
若井宗臣
和田和枝
鈴広会
前原区
塔野地区
犬山南地区民生委員児童委員協議会
犬山市社会福祉協議会犬山北支部
犬山商工会議所
愛知県社会福祉協議会
安藤医院 
社会保険労務士法人O'Z
一般社団法人犬山扶桑歯科医師会
社会医療法人志聖会総合犬山中央病院
医療法人桜桂会犬山病院　
大藪歯科医院
野田歯科医院
特別養護老人ホームまどかの郷
特別養護老人ホームビラ・オレンジ
特別養護老人ホーム高浜安立荘
特別養護老人ホームサンリバー
特別養護老人ホーム第二勅使苑
特別養護老人ホームアルメゾンみづほ
ケアハウスふじの郷
社会福祉法人高坂福祉会
特別養護老人ホーム犬山白寿苑
社会福祉法人ひかり学園
特別養護老人ホーム春緑苑
特別養護老人ホーム第 2春緑苑
社会福祉法人清流会
社会福祉法人希望ヶ丘
特別養護老人ホームせんねん村
（株）いずみ

激励訪問ありがとう
白ゆりの会
豊香会
春日会
鈴広会
犬山老人クラブ連合会芸能部

犬山地区女性の会民踊クラブ
犬山太鼓保存会
轟会
可児マジック
どんぐりの会

吉村悠
加藤颯
尾崎辰時
臼井魁杜
桂佑太
林清
小川奈保美
各務弘行
小島立也
中村和彦
日比野利男
川瀬清子
六鹿悟
田村真子
磯谷海都
熊澤純也
小幡一平
半田藍人

佐藤昇太
宮田昴育
足立竜星
林賢生
小林純世
金子正宗
仲山廉人
鵜飼友久
篠田峻太
井戸皐喜
小倉伊織
長澤有将
竹内一朗
伊藤眞一郎
東方陽子
森茂行
石田良太
二村怜那

勝建設（株）
（株）東海 SUNKEY
（株）ナゴヤベビーサービス社
（株）中京銀行
（株）名古屋銀行
（株）大垣共立銀行　
いちい信用金庫　
司設計（株）
（株）熊谷組
清水建設（株）
（同）長瀬設計
今井設備工業（株）
東邦液化ガス（株）　
ホシザキ東海（株）
フランスベッド（株）
酒井医療（株）
（株）五月商店
（有）千竹地所
土地家屋調査士・行政書士　池山事務所　
齊木会計事務所
（株）木村屋
カリモク家具（株）
（資）博文社
（株）キングコーポレーション
（株）ケーアイ・オフィス・サプライ
（株）綿金
（株）シンエイアクト
ワタキューセイモア（株）
名古屋トヨペット（株）
（株）ナカノフドー建設　
（株）アーキリム総合設計
木野瀬印刷（株）
サラヤ（株）
（株）クリニコ
（株）ゆたか堂
王子ネピア（株）
大成有楽不動産（株）
平岩器械（株）
飛騨産業（株）
岡崎電気工事
フジアート
犬山市社会福祉協議会羽黒支部
傾聴ボランティア
犬山市養護老人ホーム
阿部かよ子
緑ヶ丘自治会

※敬称略・順不同

有限会社ジール
移動美容室「ひまわり」
理容「アダムス」
きれいや総研
カラオケ同好会「雅鳥」
華工房
朗読ユニットまどか
まちネット大口おりひめ
犬山地区女性の会ふれあいクラブ　
犬山市社会福祉協議会羽黒支部
安戸町内会の皆様
プラス
㈱木村屋

介護士
小河 雅惠

事務員
山﨑 稔晃

運転手
城岸 龍夫

介護支援専門員
岩井 貴弘

運転手
林 和弘

看護師
祖父江 みつ子

介護士
村田 美樹

事務員
浅野 由加里

介護士
中條 直史

介護士
清瀬 季沙

用務員
松浦 としゑ

介護士
平松 ミカ

介護士
齋木 圭

12 ぬくもり

道上水桜
丹羽歩々
八重尾侑里
宮本一花
山田陽奈
河合ひかる
寺沢明未
小山結利
竹内寛太
竹内花
吉岡輝七
奥山葵
島袋陸
門綾香



事務局
平松 信治

ぬく森家族会総会を開催致しましたところ、ご多忙にも関わらず多くの会員の皆様にご出席いただき誠にありがと
うございます。
　ぬく森家族会は、昨年、これまでの「ともいき家族会」を改組し新たに「ぬく森家族会」として発足いたしました。こ
れまでケアハウスハートフルの入居者様も会員でしたが、家族会ということからケアハウスの入居者様は会員から
退いていただき、特別養護老人ホームぬく森・ユニット型特別養護老人ホームぬく森・特別養護老人ホームぬく森・第
二の入所者様のご家族を会員とするよう改めました。活動報告の中では各ユニットにおいて利用者様と職員の日常
における活動などをスライドにより紹介させていただきました。利用者様が生活されている状況をつぶさにご覧い
ただくことにより、会員の皆様にもご安心いただけたと思います。
今後、ぬく森納涼祭、ぬく森・第二夏祭り及び年末の餅つき大会などを予定いたしております。会員の皆様方の多数の
ご参加をお待ちしています。　

本館
森藤 円香

本館は、わたくし森藤とユニットリーダーの長田・林・太田の４名で発表させていただきました。
初めての試みということで昨年度の本館の取り組みをパワーポイントでまとめ、ご家族様にご覧いただきました。
４人で何度も写真を確認しながら、思い出深い活動をピックアップしました。また、今回は寸劇を取り入れること
で、入居者様の様子や会話など、臨場感をもって伝えることが出来たと思います。来年度の総会には、もっとたくさ
んのご家族様に参加していただきたいと思います。そして、ご家族様と職員が、今まで以上に交流できる場が提供
できればと思います。

新館
近藤 佳代

今回初めての試みとして、昨年度の活動をま
とめたものを家族会総会で発表させてもらい
ました。“一年の歩み”として入居者様の生活
の様子を紹介させて頂きました。今回の活動
報告は、ぬく森での生活の様子をご家族様に
知って頂くいい機会になったのではないかと
思います。また、私自身、昨年一年の新館を振
り返る事ができ、いい刺激になりました。今後
も入居者様やご家族様の意見を取り入れた活
動をたくさんしていきたいと思っています。

ぬく森・第二
横井 千恵

家族会総会にてぬく森・第二の施設紹介をさせて
頂くにあたり、入居の受け入れが始まる以前の、ま
だ人も物も業務システムも無かった施設立ち上げ
の日々を思い返していました。開設されてから現
在まで、多くの入居者様と御家族様との出会いが
あり、施設やユニットの成長の背景には、ご家族様
の貴重なご意見や沢山のご協力がありました。総
会にてご家族様とお話をさせて頂き、これから更
に職員一丸となってより良い施設作りをしていき
たいと思いました。

ぬくもり2 ぬくもり 3

　昨年度の総会で「ともいき家族会」から新たに「ぬく森家族会」と
名称変更を行ない、特別養護老人ホームぬく森・ユニット型特別養
護老人ホームぬく森・特別養護老人ホームぬく森・第二の入居者様
のご家族が会員となり、参加型の家族会として活動してきました。
　今後もぬく森家族会の会員の皆様のご協力を得ながら、手作り
の家族会運営をしていければと考えております。

各特別養護老人ホームから、昨年度1年間の入居者様の
日常生活の状況やイベントへの参加などについて、スラ
イドにより報告会を行ないました。
ぬく森家族会の皆様も、発表者の説明やスライドを熱
心に見聞きされ、ご家族様の楽しそうなお姿に笑みをこ
ぼされていました。
初めての試みでしたが、ぬく森家族会の皆様からの評
価もよく、来年度以降も続けていきたいと思います。

懇親会では日頃のご家族様の生活状況や分からない事など気
軽に職員にお話しされ、会員の皆様や職員との一層の交流を
図っていただきました。
これからも家族会会員の皆様のご意見をいただきながら様々
な企画をして参りたいと思います。
最後になりますが、ぬく森家族会会員の皆様のご多幸と入居者
様の健康がいつまでも続きますよう、より一層質の高い介護を
実践していきますので宜しくお願い致します。

午前10時30分より名鉄犬山ホテル彩雲の間において、ぬく森家族会総会を開催しました。
議長には特別養護老人ホームぬく森・第二の代表である森様が任命され、議事進行をしていただきました。
平成28年度事業報告・収支決算報告及び平成29年度事業計画・収支予算案を事務局から提案し、全会一致で
ご賛同いただき原案どおり成立いたしました。
平成28年度ぬく森家族会の活動報告は事務局により、スライドによる報告がされました。ぬく森職員への
誕生日プレゼント(花)や各行事への参加状況などを見ていただきました。

ぬく森
家族会
総会・親睦会

ぬく森
家族会
総会・親睦会

みん
なで
楽しくお話しませんか？



平成29年7月12日（水）名鉄犬山ホテル・彩雲の間に於きまして、
社会福祉法人ともいき福祉会創立20周年記念式典を開催いた
しました。
記念式典のオープニングセレモニーとして、犬山の風土で育て
られた「ともいき福祉会」の“想い”を伝えるコンセプトビデオを
観賞していただきました。
開会後は理事長 桒原正寛より、20周年にあたり当法人に携わっ
ていただいた様々な皆様方に対し、御礼の挨拶をさせていただ
きました。
その後、永きにわたって施設運営に、ご尽力いただいた方々へ表
彰式が行われました。

【ボランティア表彰】
・クラウン歌謡学院雅鳥 紀藤孝文様　・鈴広会 鈴木豊広様
・緒方津苑様　・𠮷田鉞子様　・マルベリー澄 阿諏訪澄枝様
・理容アダムス 渡辺美枝様　
・犬山地区女性の会民踊クラブ 梅田栄巳子様

【功労者表彰】
・宮田昭男様　・髙橋本子様　・滝博昭様　・吉野淳夫様
・桑原教行様　・阿諏訪澄枝様　・桑原紀様

【永年勤続表彰・20年】
・桑原一徳様　・藤田雅徳様　・丹羽貴子様　・宇恵和美様

平成9年6月20日の法人設立以来、利用者様、ご家族様、地域の皆
様、関係各位の皆様のお力添えをいただき、ここに20年という
節目の時を刻むこととなりましたこと、感謝申し上げます。
本当にありがとうございます。

記念式典後は会場を隣の間へと移し祝宴が開催さ
れました。
オープニングは犬山祭保存会会長 石田芳弘様の
紹介で尾陽木偶師 九代玉屋庄兵衛様のからくり
披露で幕を開けました。犬山からくりを含め、数多
くのからくりを製作されている日本有数の伝統芸
術家の素晴らしい技術に、ご臨席の皆様も固唾を
飲んで鑑賞されていました。
　からくり披露の後、犬山市議会議長 ビアンキア
ンソニー様より御挨拶いただき、愛知県議会議員 
原欣伸様による乾杯のご発声にて宴席が開宴とな
りました。
祝宴は式典の緊張感ある雰囲気と違い、和やかな
雰囲気の中、皆様ご歓談の時を過ごされました。
終りに、ともいき福祉会評議員 継鹿尾観音寂光院

社会福祉法人ともいき福祉会

創立20周年記念式典・祝宴

たくさんの方々のご協力をいただき、創立２０周年記念式典を無事に終えることができました。
準備の中では、様々な関係者の方々と打ち合わせで関わらせていただき、貴重な経験となりました。
当日はご多用の中、多くの方々が式典にわざわざ足を運んでいただき、不備や失礼がないかと不安もありました
が、無事に式典を終えることが出来、本当にうれしく思います。お祝いの言葉や挨拶を通して、
２０年間という重みを切実に感じました。
今後も利用者様が不便を感じないよう、常に質の高いサービスが提供できるように、日々精進したいと思います。

神谷　壮太実行委員長 創立 20 周年記念式典を終えて

祝　宴

ぬくもり4 ぬくもり 5

表　彰

山主 松平實胤様よりご挨拶いただき閉宴となりました。
ささやかな祝宴の席ではありましたが、20年の永きにわ
たり、社会福祉法人ともいき福祉会に深いご理解とご支
援をいただいた皆様方と歓談の時を過ごさせていただき
誠にありがとうございました。これからも変わらぬ、ご指
導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

ご臨席賜りました来賓の方々を代表して下
記の5名の皆様に御祝辞をいただきました。
厚生労働委員長の衆議院議員 丹羽秀樹様、
参議院議員 伊藤孝恵様、
犬山市長 山田拓郎様、
愛知県老人福祉施設協議会会長 太田二郎様、
元犬山市長 石田芳弘様から、
暖かいお言葉、また激励のお言葉など、たく
さんの“想い”をいただきまして誠にありが
とうございました。

ご  来  賓



　夏の一大イベントである、第20回ぬく森納涼祭が
7月30日（日）に開催されました。
　当日は午前中より小雨が降り、天候が心配されまし
たが、午後には雨があがり、暑い中での開催となりまし
た。
　納涼祭前に行われた式典では、来賓の方々を代表し
て、衆議院議員 丹羽秀樹様、犬山市長 山田拓郎様、犬
山市議会議長 ビアンキアンソニー様、愛知県議会議員 
原欣伸様に、ご挨拶をいただきました。誠にありがとう
ございました。
　式典終了後に納涼祭がスタートし、犬山太鼓保存会
の方々による太鼓に合わせ、鈴広会、犬山地区女性の会
民踊クラブの皆様に「新犬山音頭」「日本ライン音頭」
「ダンシングヒーロー」等を踊っていただきました。
利用者様に加え、ご家族様や地域の皆様にも一緒に楽
しんでいただけました。
　第1部と第2部の間には、職員による「ソーラン節」を
披露させていただきました。一生懸命に踊る姿に利用
者様をはじめ、お子様たちも温かく手拍子をして下さ
り、会場が大いに盛り上がりました。
　模擬店では唐揚げ、焼きそば、綿菓子など8種類のお
店が並び、皆様が楽しく参加されている姿を多く見か
けました。
　暑い中ではありましたが、ご家族の皆様、地域の皆
様、ボランティアの皆様、非常に大勢の方々にご来場い
ただき、利用者様も楽しく過ごすことができたと思い
ます。今後もこれまで以上に皆様にご協力頂けるよう
な施設となるように取り組んで参りたいと思います。

ぬく森

2017
NUKUMORI 
NOURYO FESTIVAL

第 20回

森藤 円香
実行委員長

本年度、司会進行役を務めさせていただ
きました。
本番まで読み合わせやリハーサルを行な
いましたが、お互いに緊張していました。
しかし、利用者様や同僚の「頑張ってね」
や「楽しみにしているよ」の言葉に激励さ
れ、不慣れな中、2人で協力し合い無事に終
える事が出来ました。
今回の経験を活かし、これからも頑張っ
ていきます。

駒月 彬人

今年も職員の出し物で「ソーラン節」
を踊りました。
踊りの最中には、ご利用者様が手拍子
をして下さり「ソーラン、ソーラン」と
一緒に声を出していただけたことで、会
場全体に一体感が生まれました。
業務後にこっそりと練習を重ね、職員
間の結束力も強くなったと思います。
この様な機会をいただけたことで職
員も成長出来ました。

ぬくもり6

　今年度、納涼祭実行委員長を務めさせていただきました森藤です。
　副委員長の大橋さんと一緒に４月から準備を始め、自分たちらしい納涼祭にしたいと
いう思いで、色々試行錯誤しながら準備を進めてきました。
　その中の一つに、今回は、初めて、わん丸君を招待し、いつも以上に賑やかな納涼祭にな
りました。
　子供たちはもちろんのこと、入居者様にもとても喜んでいただけました。
是非来年も遊びに来てもらいたいです。
　また、今回の納涼祭にも、たくさんのボランティアの皆様にお手伝いいただきました。
実行委員長を経験したことで、こんなにたくさんの方の協力があって納涼祭が成り立っ
ているんだなあと、改めて知ることが出来ました。
　納涼祭が終わり、入居者様、ご家族様、地域の皆様から「楽しかったよ」「お疲れ様」等、声
をかけていただき本当によかったです。
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司会

重本 早央里

司会
林 伸哉



國廣 郁美
実行委員長

　夏祭りの司会を仰せつかり、当初は、何をどうしたらよいか分からず、不安でいっぱいでした。しかし先輩
職員の去年までの様子や反省点などから色々アドバイスをいただき、また「何かわからないことがあったら
聞いてね」と声をかけていただいたおかげで、不安も和らぎ、またとても心強く感じました。
　迎えた本番当日、浴衣やお化粧等全身綺麗に整えて頂き、私のテンションも一気に高まり、いよいよ本番が
始まるのだと身が引き締まる思いでした。祭りが始まるとやはり緊張しましたが、一緒に司会を務めた伊藤
さんの大きな声に元気をもらい、緊張もほぐれ楽しく司会を進行することが出来ました。
　手拍子をしながら楽しそうに踊りをご覧になっている利用者様やじゃんけん大会で、はしゃいでいるお子
様、盆踊りに参加されている地域の皆様の沢山の笑顔に包まれた夏祭りに身を置くことが出来、貴重な経験
をさせて頂き、本当にありがたく思います。回を重ねていく毎に成長していけたらと思います。 伊藤 雅人小川 知恵

　夏祭りは、私たち新人職員にとって、初めての大きなイベントでした。今回の祭りでは、恋ダンスを踊ることになり
ました。
　日頃の業務を行いながら、少ない時間でダンスの練習をすることは忙しく、うまくできるだろうかという不安な気
持ちがありました。しかし、新人職員みんなで教え合い、協力する中で、新人職員の団結力も強まり、練習に力を入れる
ことができたと思います。
　本番では、大勢の方に見ていただいて緊張しましたが、練習の成果を発揮して楽しく踊ることができました。夏祭り
の後、利用者様から「ダンス良かったよ」「着物かっこよかった」「来年も楽しみにしているね」など多くの言葉をかけて
いただきました。利用者様の声がとても励みになり、練習を頑張ってよかったと嬉しく思いました。これからも頑張っ
ていきたいです。 荒木 海人
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　平成29年8月20日（日）に、第3回夏祭りを無事に終える事が出来ました。準備を進めるにあたり、初めて携わる事柄も多く手探り状態の中で、
他職員の「何かやれることありますか？」「手伝いましょうか？」という声に助けられ、心強いサポートのもと当日を迎える事が出来ました。
　委員長として何より嬉しく思ったことは、イベントの為に本番まで練習してきた新人職員の頑張りが、ご利用者様やお客様の笑顔で返ってき
た事はもちろん、舞台に立った新人職員の表情が生き生きとしていたことです。
　地域の皆様、関係者の皆様、全職員の協力があってこそ、盛り上がったと思います。本当にありがとうございました。
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第3回

安
戸
町
内
会

夏
祭
り

ぬく森・第二の一大イベントである、第３回夏祭り
が8月20日（日）に開催されました。各地で不安定
な天候が続き、犬山市も例外ではありませんでし
た。そんな中、準備は進み天気予報を気にかけない
日はありませんでした。そして、心配していた雨を
他所に、大勢のお客様がお見えになる中で、開会の
挨拶が始まりました。
　開会にあたり、犬山市長 山田拓郎様にご挨拶を
頂き、また今年から安戸町内会とのコラボ開催と
いうことで、安戸町内会長 石丸弘昭様よりお言葉
を頂きました。誠にありがとうございました。
　そして、轟会様の和太鼓から祭りが始まり、模擬
店や子ども縁日も一気に盛り上がりを見せまし
た。犬山太鼓保存会の皆様の太鼓の音色に合わせ、
鈴広会の皆様を筆頭にご利用者様、ご家族様、地域

の皆様が輪になり踊りを盛り上げてくださいました。
　第1部と第2部の間には、お楽しみの1つである
「じゃんけん大会」、職員による「エビカニクス」、新人
職員による「恋ダンス」を披露させていただき、お子様
にも大変喜んでいただきました。職員による出し物に
関しましては、時間を合わせて練習をしてきました。
お客様に喜んでいただく事はもちろん“成功させた
い”という思いで頑張ってきました。
　無事、夏祭りを終える事が出来、大変うれしく思い
ます。本当にありがとうございました。
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8月
9日

犬山ロングラン花火を見に出掛けてみま
した。
偶然にも木曽川の河川敷沿いのベストポ
ジションが確保でき、目の前で花火が上
がると、その迫力に身を乗りだして、花
火を楽しまれていました。また来年も行
きたいと思います。

特養ぬく森・本館
犬山ロングラン花火
場所：木曽川河川敷

6月
15日

昨年度より期間限定でオープン
しているカフェぬく森が今年も
オープンしました。
いつもと違った雰囲気の中で普
段お話しされない方とお話しさ
れたり、ゆっくりとした時間を
過ごされ、入居者様には毎回好
評です。
今後も入居者様の楽しみをたく
さん作っていきたいと思います。

特養ぬく森・新館
カフェぬく森

場所：新館パブリック

6月
29日

ぬく森サロン・五郎丸の
1 回目の外出企画は七宗御
殿と古井の天狗山。車中は
いつにも増しておしゃべり
が絶えず、白川の新茶・朴
葉寿司・茶そばをいただき
ました。飛騨川渓谷を観て
からは古井の天狗山へ。財
布に入れておくと、お金が
たまるという葉っぱは大人
気でした。

ぬく森サロン・五郎丸
場所：七宗町他

ぬく森の館では色々な野菜を
育てています。収穫した、
「ジャガイモ」と「玉葱」を使っ
てカレーを作りました。利用
者様にカットや味付けをして
いただき、美味しいカレーが
できました。その他にも枝豆
や紫蘇ジュースなど、旬の味
を楽しみました。

デイサービスセンターぬく森の館
収穫祭
場所：ぬく森の館内

城東小学校区コミュニ
ティ推進協議会の方々を
対象に、認知症について
「理解と対応」と題しま
して開催しました。参加
者の皆様からは、「認知
症に対する理解ができ
た」、「実際に接する際の
対応の方法について知る
ことができた」という声
を頂くことができまし
た。

入居者様の前で焼き、コ
テを使ってひっくり返す
と「お～！美味しそうに
焼けているね～」と歓声
が上がりました。焼きた
てを召し上がっていただ
くと、「アツアツで美味し
いね～」「こんな大きなお
好み焼きを食べきれるか
な～？」と大好評！お昼
のひととき、皆さんでお
好み焼きを楽しんでいた
だきました。

7月
23日

特養ぬく森・第二
皆で盛り上がりました！お好み焼き！

場所：かきつばたユニット

申込先、問合先は デイサービスセンターぬく森の館
担　当：高木・及川・村上・桑原・森・井上
電　話：0568(65)0077　メール：day@tomoiki.or.jp

次回案内 地域の皆さんの参加をお待ちしております。
＊送迎 (犬山市内に限る )を希望される方は、遠慮なくお申し付け下さい。

第32回 ほっとカフェ倶楽部 第33回 ほっとカフェ倶楽部

第34回 ほっとカフェ倶楽部 第35回 ほっとカフェ倶楽部

開催日：10月 15日 ( 日 ) 午前 10時～11時 30分
申込み：電話またはメールでお申し込み下さい。

7月
7日

今回は、歌声喫茶という
こともあり馴染みのある
懐かしい歌を皆さんで合
唱しました。綺麗な歌声
が館内に響いていまし
た！自宅で出来るタオル
を使った体操も行い、夏
の到来に向け夏バテ対策
とし一生懸命取り組んで
いただきました。健康第
一と皆さんの素敵な笑顔
に心和みました♪

倶楽部倶楽部通信
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7月
14日

日　時：5 月 21 日 ( 日 )
参加者：48 名

今回は歌声喫茶とボール
運動をおこないました。
歌声喫茶では 6 月が梅雨
時でもあり、雨の曲を選
んで皆さんに歌っていた
だきました。後半のボー
ル運動では、最初ボール
を操るのに戸惑っていま
したが、次第に上手にさ
れていました。皆さん笑
顔いっぱいのひとときで
した。

日　時：6 月 18 日 ( 日 )
参加者：51 名

創作活動では朝顔のタペ
ストリーを作りました。
折り紙で作る朝顔に皆様
苦戦されている様子…。
創作に時間がかかってし
まい、体操は中止になっ
てしまいました…。
しかし、ひと息タイムで
は、完成した作品を皆さ
んで見せ合いながら、笑
顔と共に話に華が咲いて
いました。

日　時：7 月 16 日 ( 日 )
参加者：41 名

小物入れ作りとリズム体
操を行いました。小物入
れは以前に作ったことが
ある方も見え、参加者様
同士で教え合いながら、
和気藹々と行ってみえま
した。
リズム体操では前回出来
なかった分、アップテン
ポな 365 歩のマーチの歌
に合わせて勢いよく体を
動かしました。

日　時：8 月 20 日 ( 日 )
参加者： 44 名城東地区高齢者あんしん相談センター

認知症徘徊高齢者捜索訓練・認知症サポーター養成講座
場所：塔野地公民館

7月
23日

㈱キングコーポレーションの工場
見学に行ってきました。理事長の紹
介による工場見学は、今回で3回目
です。毎回参加者も多く、今回も犬
山市福祉バスを利用させていただ
きました。工場見学では封筒が出来
上がるまでの過程など興味津々に
聞いていました。その後は、「立田ふ
れあいの里」の道の駅まで行き、蓮
の料理を美味しくいただき、可愛い
ピンク色の背丈ほどもある蓮の花
を堪能してきました。

ケアハウスハートフル
工場見学
場所：株式会社キングコーポレーション本社工場
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