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令和元年5月 1日 ～ 令和元年 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

玉腰龍馬
坪井隆征
豊田孝子
中村和彦
中村三枝子
納堂厚子
野村歌子　　
浜野未菜
林かよ子
日比野綾子
藤田あかり
舟橋美佐
宮島利子
宮田幸子
森茂行
山口昭恵
山出優人
山本友子
吉田有真
𠮷原直登
六鹿悟
（社）きれいや本舗
（株）HSホールディングス

春日井市ダンススポーツ連盟
シオン倶楽部
城東中学校生徒会の皆様
Ｂａｎｙｕ
ハーラウ・フラ・オ・アロヒラニ
プラス
まちネット大口おりひめ
移動美容室「ひまわり」
理容「アダムス」

阿諏訪澄枝
伊神はる子
大島みさゑ
小川奈保美
小栗莉央
落合裕美子
門綾香
門達也
加藤啓子
加藤最也
川瀬清子
桑原紀
小島幾世
小島蒼生
小島立也
小島雪花
斉木隆人
佐野千津子
佐橋千恵子
島田貞子
鈴木寛大
髙木花音
竹内花

善意ありがとう

激励ありがとう
春日会
鈴広会
犬山市老人クラブ連合会芸能部
犬山地区女性の会民踊クラブ
奥村流犬山太鼓保存会
さくら座
轟会
豊香会

江口志のぶ
大島みさゑ
奥村幹男
川治昭雄
平田圭子
松山義金
宮地瑛子
山口昭恵
安藤医院
いちい信用金庫羽黒支店
犬山市社会福祉協議会羽黒支部
犬山北地区民生委員児童委員協議会
犬山南地区民生委員児童委員協議会
犬山傾聴ボランティアの会
今井区
医療法人桜桂会犬山病院
岡崎電気工事
株式会社アーキリム総合設計
株式会社いずみ
株式会社大垣共立銀行田県支店
株式会社河村鉱油
株式会社クリニコ
株式会社ケーアイ・オフィス・サプライ

株式会社シンエイアクト
株式会社ナカノフドー建設
株式会社ナゴヤベビーサービス社
サラヤ株式会社
社会福祉法人清流会
社会福祉法人ひかり学園
社会保険労務士法人Ｏ’Ｚ
大成有楽不動産株式会社
塔野地区
東邦液化ガス株式会社
特別養護老人ホーム犬山白寿苑
特別養護老人ホーム扶桑苑
飛騨産業株式会社
平岩器械株式会社
フランスベッド株式会社
前原区
勝建設株式会社
緑ヶ丘自治会
明依福祉タクシー
名鉄協商株式会社
安戸町内会
ワタキューセイモア株式会社

介護士
細谷 悠里嘉

介護士
榎本 裕馬

事務員
宗本 大史郎

看護師
浅野 舞香

介護士
河合 直哉

介護士
山下 拓馬

介護士
川崎 あゆみ

介護士
福本 弥生

介護士
髙木 好美

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

GRAND OPENGRAND OPEN

デイサービスセンター 
ぬく森・第二

8 ぬくもり

介護士、看護師、事務職　募集中！
詳しくは法人ホームページをチェックしてください！
http://www.tomoiki.or.jp/news/saiyou/

職 員 募 集 中



　5月12日に、今年の8月で閉館となった名鉄犬山ホ
テル彩雲の間におきまして、2019年度ぬく森家族会
（以下家族会）総会を開催しました。当日は43名のご
家族様にご出席いただきました。
　開会にあたり、家族会ぬく森本館代表の小川奈保
美様より挨拶をいただいたのち、法人を代表して理事
長の桒原正寛より挨拶を申し上げました。

　その後、総会に移り、家族会ぬく森・第二代表の森茂行様
が議長に選出され、議題の審議が行われました。
今年度の議題として事務局より上程されたのは、
①2018年度家族会事業報告及び収支決算案について
②2019年度事業計画及び収支予算案について
です。いずれも審議を経て、全会一致で承認されました。こ
のうち、2018年度家族会事業報告では、昨年度の家族会の
活動（納涼祭・夏祭り・餅つき大会などでのボランティア活
動等）について、映像を用いて紹介を行いました。

　総会終了後、引き続いて特別養護老人ホーム三施設（ぬく森本館、ぬく森新館、ぬく森・第二）の
職員より、各施設の活動報告を行いました。各施設での日々の生活の様子や、レクリエーションや
外出の風景をパワーポイントで映しながら、事業所がそれぞれ持っているコンセプトや特色の説
明を行いました。ご家族様も、普段入居者様がどのようにお暮らしなのかが、ご理解いただけたの
ではないかと思います。

　その後、隣の宴会場へ会場を移し、懇親会を執り行いま
した。家族会 ぬく森・第二副代表の奥村浩様の乾杯の音頭
のあと、ご歓談となりました。ホテル自慢のお食事を召し上
がっていただきながら、ご家族様から職員に対して、激励や
貴重なご意見を頂戴したり、またご家族様同士で交流を深
めていただいたりする場となりました。最後に家族会 ぬく
森新館代表の小島立也様より閉会の挨拶をいただき、
2019年度ぬく森家族会は無事終了することができました。

ご家族様の前で初めて活動報告を行ないました。始まる前は
とても緊張し、上手く話せるか心配でしたが、ご家族様の真
剣に聞いて下さる眼差しを見て、私達介護職員が利用者様
の為にどの様な行動を行ってきたか、なかなか利用者様に会
いにこれないご家族様にしっかりと伝えなければいけないと
いう使命感に変わりました。また、発表後の懇親会ではご家

族様が利用者様に対する想いや介護職員への想
い、希望を直に伺う事ができ、今後、利用者様だけ
でなくご家族様の事も
考え発信し、普段の業務
に取り組まなければな
らないと気を引き締め
る事ができました。

　ぬく森家族会では、ご家族様が中心となって、施設内で行
われる行事（納涼祭・餅つき大会等）への協賛やボランティ
ア活動等への参加を通して、利用者様や職員を側面から支
えていただいています。いつもありがとうございます。
今後とも、家族会へのご理解とご協力よろしくお願い申し
上げます。 

新館
梶原 直美

昨年度の新館は 「過ごしやすさ、生活のしやすさ」を
第一に考え、入居 者様に心地良い空間とレクリエー
ション活動に力を 入れてきました。また新たな試みと
して、本格的な田 楽を焼いたり、ピザや寿司など豪
華バイキングを行 い喜んでいただけました。今年度は
「朝活」と題し、朝 の時間に体操・喫茶・語り合いなど
ゆったりとした時 間を提供できるよう職員一同頑
張っていきます！

今年度開設５年目を迎えた第二では、工夫を凝らし少し
ずつ変化を遂げるユニットや施設全体での取り組みを
発表しました。発表の資料を作成するために昨年１年間
を振り返りながら沢山の写真を見ていると、どのイベン
トにも多くのご家族様が参加して下さっており、ご家族
様と肩を並べた入居者様の笑顔は格別な物だなぁと感
じました。職員一同、数多く足をお運び頂いている事、
大変嬉しく思っています。これからもご家族様と共に、
安心して暮らして頂ける施設作りをしていきたいです。

本館
松波 克哉

本館
谷口 友理

ぬく森・第二
横山 千恵

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？

本 館

第 二

新 館
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　令和初となる夏の一大イベント、第22回ぬく森納涼祭

が7月28日（日）に開催しました。

　納涼祭前に行われた式典では、来賓の方々を代表し

て、伊藤孝恵参議院議員、山田拓郎犬山市長、中村貴文

犬山市議会議長、原欣伸愛知県議会議員に、ご挨拶をい

ただきました。誠にありがとうございました。

　式典終了後にぬく森納涼祭がスタート！のはずが、突

然の夕立に見舞われ盆踊りなど一時中断。初の屋内開催

になるのかと思われましたが、委員長が常日頃から品行

方正を心掛けていたためか、すぐに雨が上がり、少し遅れ

て盆踊りを開始することができました。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。

本年度、司会進行役を務めさせていただき
ました。当日、司会進行をお互い頑張ろうと
言っていた矢先に雨が降り、盆踊りは開始
直前に中断となりました。開催が危ぶまれ
ましたが、雨は通り雨ですぐにやみ、リラッ
クスして進行することができました。途中盆
踊りに司会陣も参加させていただき、利用
者様と一緒に楽しませて頂くことができま
した。今回の経験を活かし、これからも頑
張っていきます。

暑い夏がやってきました。今年で22回目を迎えた納涼祭も気づけば「あっ」
という間でした。今年の納涼祭を終え、一番印象的だったことは、参加者様
からたくさんの『笑顔』を見ることができたことです。中でも盆踊りでは、職
員と一緒に踊られる方、手拍子を一生懸命される方、昔を思い出して笑顔
になる方、皆さん思い思いに参加され、楽しい時間を過ごしていただけたと
思います。また、子供縁日を始め飲食屋台やバザーなどご家族様や、地域

の皆様とたくさん交流を図ることができました。ご利用者様やご家族、地域の皆様、ボランティアの
皆様に助けられ今年も無事に行うことが出来改めて（共生）を感じることができました。ありがとうご
ざいました。来年は今年以上の楽しい納涼祭を目指して職員一同頑張っていきたいと思います。

内山 夏希
青山 卓矢

江口 雅朗 加藤 政臣
河邉 拓実
木原 裕依
水野 佑眞

桂　 佑太
山下 拓馬
藤本 幸宏

新入職員の出し物で「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。業務後にみんなで時間を合わ
せて練習を重ね、同僚や踊りを教えていただ
いた先輩方と絆が深まったと思います。アン
コールでは先輩方も参加して盛り上げてくださ
いましてありがとうございました。

　第1部と第2部の間には、新入職員による「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入居

者様をはじめ、お子様たちも温かく手拍子をして下さり、

先輩職員も参加して、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、みたらし団子、かき氷な

どたくさんのお店が並び、皆様が楽しく参加されている姿

を多く見かけました。

　昨年から開始したこども縁日は今年も大盛況！！スー

パーボールすくいや輪投げ、くじ引きなど長蛇の列がで

き、子供たちの元気な声が響き渡りました。

　蒸し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、入居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。

ぬく森第22回

2019

実行委員長 司　会
新入職員
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　ぬく森・第二の一大イベント、「第５回夏祭り」が安戸町内会の共催によ

り８月１８日（日）に開催されました。今年は、養護老人ホームの駐車場にメ

インステージや模擬店を設置しての開催となりました！

　午後３時半にゲリラ豪雨が降り心配をしましたが、開始前には晴れわた

り、大勢のお客様がお見えになる中で開会を迎えました。

　開会にあたり、山田拓郎犬山市長にご挨拶をいただき、また、加藤嘉宏

安戸町内会長よりお言葉をいただきました。誠にありがとうございました。

祭りのオープニングは、毎年恒例、轟会様による和太鼓。模擬店やこども縁

日は大盛況。そして、犬山太鼓保存会の皆様の太鼓に合わせ、鈴広会の皆

様を筆頭に入居者様、ご家族さま、地域の皆様が輪になり盆踊りを盛り上

げてくださいました。

　そして、今年の新人職員による出し物は、先輩職員による生歌と生演奏

をバックに「パプリカ」を披露させていただき、たくさんの方々に大変喜ん

でいただきました。

今年は開始早々模擬店チケットが売り切れるなど、ご来場された皆様には

たいへんご迷惑をおかけしましたことをこの場を借りてお詫び申し上げま

す。来年の夏祭りは、今年の問題点を改善し、より多くの皆様にもっと楽し

んでいただけるよう企画して参りますので期待をしていてくださいね。

第5回夏祭りの司会を務めさせていただきました。たくさんの方々の前で話すことはとても
緊張しましたが、皆様に楽しんで頂きたいという想いで、盛り上げ役に徹しました。また、先
輩職員や同僚たちの協力のおかげで、司会をしながらも、自分たちも楽しむことができまし
た。当日は、始まる前に雨が降ったものの開始時刻には晴れ間も出てきて、ご利用者様をは
じめ、ご家族さま、地域の皆様がぞくぞくとお見えになり、たいへんにぎやかなお祭りにな
りました。人前で話すという貴重な経験をさせていただき、仕事とはまた違った場面でたく
さんのことを学ぶことが出来たと思います。皆様、ありがとうございました。

小林 義人
岩田 英莉

司　会
令和元年8月18日(日)、第5回夏祭りを開催しました。今までも参加はしていたのですが、今
回は初めての大役を仰せつかり、右も左もわからないまま、月日は過ぎていき、気持ちはと
てもあせりましたが、先輩方や同僚の助けを借りながら準備を進め、無事に当日を迎えるこ
とができました。毎年恒例の新人職員の出し物で大いに盛り上がり、利用者様やたくさん
の近隣の皆様にお越し頂き、はじまってからの時間はあっという間でした。皆様に楽しんで
もらいたいという想いで、職員一丸となって協力できたことが本当に良かったと思います。
ありがとうございました。

西岡 直哉

実行委員長

第5回

安戸町内会安戸町内会
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27日
８月

3日
7月

二日間にわたり夏祭り
を開催しました！職員
の出し物から始まり、皆
様と盆踊り、レクでは輪
投げをして楽しいひと
ときを過ごしました。お
やつは豪華なフルーツ
ポンチで舌鼓。今年の
夏祭りは大いに盛り上
がりました。

デイサービスセンター ぬく森
夏祭り
場所：デイサービスセンター ぬく森

特養ぬく森・本館特養ぬく森・本館
茄子三昧♪
場所：特養ぬく森・本館

ショートステイの利用
者さんと一緒に料理レ
クを行いました。夏の旬
の食材といえばナス！と
いうことで、炒めたり焼
いたり、おいしく丁寧に
調理しました。みなさん
に喜んでいただけたの
で、次回もその時の旬
の食材でチャレンジし
ます！

暑い夏を吹き飛ばせ！
保育所ぬく森開所して
初のプール開き！水が
まだちょっとこわいけ
ど、人生初の水着を身
にまとい、思う存分は
しゃぎました。

保育所ぬく森
プール開き
場所：保育所ぬく森

新館喫茶ぬく森第一
弾！！今回は初の試み
職員によるラテアート
をしました。可愛いデザ
インにみなさん満足さ
れているご様子でした。
淹れたてのコーヒーの
香りに包まれて．．．あん
巻きと一緒にカフェ気
分を楽しみました。

特養ぬく森・新館
喫茶ぬく森
場所：特養ぬく森・新館

あっつ～い夏に勝ちた
い！でも、食欲が・・・。と
いうことで、そうめんを
湯がいてお昼に食べま
した！「のど越し良くて
おいしいわ～」とみなさ
んに褒めて頂きました。
大好評でしたので、この
夏もう一度やります♪

5月27日、かきつばたユニットで
おはぎ作りを行いました。作った
おはぎは、あんこときな粉の2種
類。作っていた頃を思い出したの
か、いつもは控えめな利用者様が
率先してお手伝いをして下さり、
美味しいおはぎが出来上がりま
した。おはぎを食べながら「昔は
よく子供につくってあげたなぁ。」
と思い出話にも花が咲きました。

ケアハウスハートフル
素麺
場所：ケアハウスハートフル

26・27日
8月

ぬ く 森 だ よ り

お知らせ

8月7月6月5月

12日
6月

27日
5月 特養ぬく森・第二

おはぎ作り
場所：特養ぬく森・第二

5日
８月

令和元年7月にともいき福祉会の２拠点目のデイサービスセンター
として『デイサービスセンターぬく森・第二』がオープンしました！館
内は木をふんだんに取り入れた温かみのあるデザインとなってお
り、食堂の雰囲気は落ち着いた喫茶店をイメージしております。デイ
ルームでは曜日ごとに設定したアクティビティを楽しんでいただい
ております。地域福祉と連携できる、大人の自立型デイサービスを
目指しています。



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

次回案内
開催日：10月 20日 ( 日 ) 午前 10時～11時 30分
内　容：歌声喫茶・リズム体操
申込み：電話またはメールでお申し込み下さい。

次回案内 地域の皆さんの参加をお待ちしております。

参加申込の受付は10月2日（水）10:00からとさせていただきます。

第55回ほっとカフェ倶楽部 第56回ほっとカフェ倶楽部

第57回ほっとカフェ倶楽部 第58回ほっとカフェ倶楽部

令和元年初のほっとカフェ倶楽部
開催！歌声喫茶は初めての曲を選
曲し、タオル体操は初めての動き
を取り入れるなど「初」にこだわっ
たほっとカフェ倶楽部となりまし
た。令和の時代も皆様にご愛顧い
ただけるよう頑張ります！

倶楽部倶楽部通信

日　時：5 月 19 日 ( 日 )
参加者： 37 名

　2020年をめどに全国のスー
パーやコンビニなどでのレジ袋の
無償配布を禁じる法令を制定する
方針が示された6月。今回は身近に
あるものを使って小物入れを作り
ました。可愛くてプライスレス♪
素敵な小物入れができました。

日　時：6 月 16 日 ( 日 )
参加者： 42 名

　花粉を水に変えるとうたったマ
スクに科学的根拠がないと発表さ
れた7月。今回、写真撮影を忘れて
しまい、写真が一枚もありません
( ；́ω；̀ )でも、きれいな歌声が響
き、リズム体操は盛り上がりまし
た。写真が無いのが残念です。

日　時：7 月 21 日 ( 日 )
参加者： 43 名

　2019年春の大学進学率が
53.7％で過去最高になった8月。も
うすぐほっとカフェ倶楽部も６０
回！６年目に突入します！参加し
てくださる人数も徐々に増え、参加
希望者多数のためお断りすること
もございますが、ひとりでも多くの
地域の皆様にお会いできる日を楽
しみにしております。

日　時：8 月 18 日 ( 日 )
参加者： 46 名
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