
春のゲーム大会春のゲーム大会

面会の制限についてのお知らせ
ただし、施設側で必要と判断された場合
（福祉・医療事業者、ご家族）は除きます。

面会される場合は、
マスクの着用と施設に入られた時の手指消毒

をお願いします。

※マスクはご自宅からご持参ください。
※37.5℃以上の熱のある方は面会をお断りします。
※２週間以内の海外渡航歴のある方の面会をお断りします。
※状況により制限の変更があります。

ご理解とご協力をお願い致します。

講話会（称名寺）
ひな茶会（催し物：みなうた Oyabe ／お茶会）
衣類の展示販売（ファーストレディース）
介護予防教室（音楽療法）
春のゲーム大会

節分メニュー
鍋祭り
ひな祭りメニュー
ご当地メニュー
鷲島祭り膳
お花見弁当
中華メニュー（食べ放題）
開所祝い膳
和食メニュー（食べ放題）

頭の体操　　　　　（月３回）
ラジオ体操　　　　（週１回）
リズム体操　　　　（週１回）
骨盤体操　　　　　（週１回）
和みのヨーガ教室　（月２回）
喫茶（毎週２回）　現在週１回

レクリエーション　（週１回）
カラオケ　　　　　（月２回）
クラフト　　　　　（ 随 時 ）
ピアノ教室　　　　（月１回）
折り紙教室　　　　（月１回）
映画鑑賞会　　　　（月１回）
手工芸　　　　　　（月１回）

その他の施設行事

行　事　内　容月 日

月 日

感染症防止のため中止している行事

行 事 食・バイキング食
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　天候もよい季節となりますが、今年は不要
不急の外出を控えて、自宅できる趣味を探し
たいと思います。
　　　　　　　　広報委員：福嶋　憲彦

　２月にケアハウスおやべに
異動となりました。
　入居者の皆様に健康で安
心して生活をしていただける
ように支援していきます。
よろしくお願いします。

介護職員　中村　洋平

異動による職員紹介 

ボランティア活動状況 ボランティア活動状況 

編集後記

石村　澄子さん　　　渋谷真紀子さん
中狹美智子さん　　　平野外美子さん
前田美智子さん　　　三輪美奈子さん　
山田　笑子さん
上田　敬子さん

喫茶ボランティア

　このたび、４月１日付けでケアハウスおやべの施設長に就任いたしました。
ご利用者の皆様を始め、ご家族さま、関係各位には、日頃より当施設に、
格別のご理解とご協力を賜り、深く感謝を申し上げます。
　ケアハウスおやべは、平成15年５月の事業開始より18年目を迎えており、
今まで積み重ねた行事等の内容も、ご利用者の皆様の体調に合わせ企画
実施し、これからも、楽しく暮らしやすい環境づくりに努めて参ります。
　現在、刻一刻と変化する社会情勢の中、ご利用者の皆様の体調変化等
を把握しながら、施設の適切な運用・対応が求められています。
　その中でも、ご利用者の皆様が、ご健康で、生きがいを持ち、活力のあ
る生活をしていただけるよう、職員と共に更なる努力を行って参りますので、
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

就任のあいさつ

施設長

川田保則

毎年、春・夏・秋・冬と開催しているゲーム大会が人気です。
今回は40名近い参加があり、とても盛り上がりました。

3月19日
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　１から順に数字を数えていきます。ただし
3の倍数のときに手を叩くようにします。

< 画像：「国立長寿医療研究センター 「認知症予防に向けたプログラムコグニサイズ」のパンフレットより引用」>

　ある程度慣れてきたら、3以外の数字の倍数にしてみたり、足のステップを左右だけでなく前後も加えて
みたりするなど、難易度を上げ脳の働きを活性化するようにしましょう。

　両足で立ち、コグニション課題である数字のカウ
ントに合わせ、①で右足を右側に踏み出し、②で右足
を戻します。今度は③で左足を左側に踏み出し、
④で戻します。これの繰り返しになります。

　足のステップが4
カウントで１サイクル
になっているのに対
し、拍手は3カウント
で１サイクルになって
います。音楽に例え
るのならば、指揮者
が3拍子と4拍子を
同時に刻む形になり
ます。
　手と足の動きが決
まったパターンで動
かないため、最初は
ぎこちなく感じるか
もしれませんが、ま
ずはこのサイクルを
10分間、毎日繰り返
すようにしましょう。

　今回紹介する体操は、国立研究開発法人 国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知トレーニ
ングを組み合わせた運動になります。その代表的な一つである「コグニサイズ™」について、その方法を
ご紹介します。

介護予防教室「音楽療法」介護予防教室「音楽療法」
音楽療法士として地域で活躍されている増田羊子氏を招き介護予防教室を開きました。
歌に楽器そして体操と、とても充実した内容で、特に笑いを取り入れた健康づくりは、
とても楽しく入居者のみなさんも大きな声を出して笑っておられました。

　　　　ひな茶会
「みなうたOyabe／お茶会」
　　　　ひな茶会
「みなうたOyabe／お茶会」

講話会講話会楽器による演奏と
入居者さんと一緒
に歌う「みなうた
Oyabe」さんのス
タイルは、みなさ
んも一緒に口ずさ
む曲が多く大変喜
んでおられまし
た。

「称名寺」副住職の立島秀哲氏を
招き講話会を開催しました。
今回は、親鸞聖人と法然上人との
師弟関係についてお話をして頂き
ました。

3月17日

2月27日
2月7日

お部屋で簡単にできる体操の紹介
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