だより

更別村診療所医師の勉強会
高齢者の生活になくてはならないのが医療
分野との連携です。
コムニの里では、毎月1回診療所の先生によ
る「利用者様の命を守る」という意味で、さま
ざまな課題を決め、介護職員の医療知識の向
上に努めています。
地域密着型コムニの里の利用者は、全員が
更別村診療所に罹っているので利用者の容態
に合わせ、より具体的に助言指導をいただいて
おります。
（荻原）
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コムニの里夏祭りを開催しました

☆新入職員紹介☆

●宿直勤務者紹介●

鎌田 幸廣
伊藤 俊史

佐藤 宣彦

吉田 恵都
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平成22年６月14日

小規模多機能 介護員
平成22年8月1日

宮本 潤一

平成22年6月21日
平成22年6月21日
特養施設のほうに宿直勤務者を置くことになりました。午後
5:30〜翌朝8:30までの勤務で、5:30以降の面会のときに
は、窓口対応をいたしますのでよろしくお願いいたします。

ありがとう 新鮮な野菜や寄付金等を
募集しています
いただきました。
①コムニの里では、消耗物品の節約に取り組んでいますが、捨て布
ございました ありがとうございました。 が足りません。汚れを拭いて廃棄するものですが、綿が50％程度
石野 幸雄 様
若園 芳一 様
山角千恵子 様
渡辺のり子 様
林
政重 様

安村スエ子 様
岡 政之助 様
九門 好一 様
加藤富士子 様
九門 尚二 様

事業所紹介

以上の布を募集しています。直接施設へご持参ください。よろし
くお願いいたします。
②ビニールの買い物袋
最近ではエコバックが普及し、自宅にはないかもしれませんがあ
ったらお願いします。
③歌や踊り等、利用者の一日を楽しいものにしてくれるボランティ
アを募集しています。腕に自信のある方（ない方も）、待ってます！

〜 通所介護 〜

一日定員２０名、通所者計４７名（現在）の方がデイサービスに通所されていま
す。デイサービスとは、day（昼間）にサービスを受ける所です（9;30〜16:00）。
在宅（自宅）生活をより充実する為に筋力や体力の維持向上、肘膝関節等の拘縮

コムニの里だより第4号はいかが
でしたか？今号で取り上げた5月か

予防を目的としています。また、看護師がいますので普段から気になる健康の相

ら9月にかけては、行事や慰問が多

談を受けつけています。他にも温泉水による入浴、階段の乗降が難しい方には個

く、狭い誌面の中で一つ一つをきち

別機械浴にて安心安全に入浴していただけ

んと伝えられたか不安に思います。

ます。来所時は楽しんで頂く為に、季節に合
せた行事や慣れ親しんだ地域の方達と会
話をして気分転換をして頂けます。利用者
の皆様が素敵な笑顔で過せますよう努めさ
せて頂きますのでどうぞ宜しくお願い致し
ます。
（紅露）

「命くれない」
を熱唱！

厨房職員による
模擬店

第2回コムニの里夏祭りが、7月18日に行われました。3
連休の中日にも関わらず、62名のご家族・関係者の方々が
来場していただき、ありがとうございました。
当日は、綿あめやクレープ・ポテト・たこ焼き・チョコバナ
ナの模擬店のほか、ゲームコーナーを設置し、飴すくい・く
じ引きを楽しみながら、ご家族と過ごすひと時をゆっくり楽
しんでいただけたかと思います。
後半のステージ余興では、利用者さんと職員がペ
アになってカラオケ大会を行い、そのあとは恒例と
なった職員の踊りをご覧いただき、最後は会場の皆
さん全員で北海盆歌を踊り、締めくくりました。
夏祭りを通して、利用者さんの笑顔や涙、驚きや
感動の瞬間に出会うことができ、大変うれしく感じ
ました。今後も、利用者の皆様に夏を楽しむことがで
きる企画を考えていきたいと思っています。
（荻原）

あやしい女性（？）
とデュエット♡

敬老会を開催しました
去る9月22日、特別養護老人ホーム・小規模多機能・通所介護・訪問介護の
利用者皆さんの敬老会をコムニの里で行いました。全事業所の入所者・利用
者を合わせると喜寿3人、米寿10人、100歳以上のお祝いの方が2人おり、皆
さんに村上施設長から職員手作りの記念品を贈呈しました。更別村から岡
出村長、更別ライオンズクラブから会長の広瀬様が出席され、祝辞と敬老祝
い金を贈呈頂きました。後半の余興では、村の有志による花形流剣舞と更別
かしわ太鼓を披露して頂きました。大迫力のステージで、利用者・職員とも
元気をもらいました。
また、今年は更別東区の山角千恵子様から法人敬老会のために金一封と
千羽鶴の寄付を頂き、お祝いに花を添えて頂きました。ありがとうございま
した。
（畠山）

お神輿見学

その反面、コムニの里が地域の方々
との接点が多く、皆さんに支えられ
ていることを改めて感じ、感謝の気

村長、ライオンズクラブ会長から
祝辞を頂きました

剣舞や太鼓の慰問で
大いに盛り上がりました

施設長から記念品の贈呈

毎年9月1日は更別村の開村記念日で、村内をお神輿が練り歩きます。今
年も村内のお年寄りに喜んで頂きたいと、コムニの里とデイサービスのあ
る保健福祉センターにお神輿に来ていただきました。威勢のよい掛け声を
聞いて、利用者の方々は元気になったようで
す。記念手ぬぐいや御神酒も頂き、
（ほろ酔い
気分で！
？）体が清められたと喜んでいました。
また、今年もお神輿担ぎに職員が数名参加し
ました。より一層、更別村が活気あふれるよう
に、お力になれたら、と考えております。これか
らもどうぞ宜しくお願いいたします。
（紅露）

持ちでいっぱいになりました。これ
からもよろしくお願いいたします。
社会福祉法人

博愛会 〒089-1522

河西郡更別村字更別南3線95番地6

TEL：0155-53-3300

FAX:0155-53-3030

地域密着型老人福祉施設・小規模多機能型居宅介護事業所
コムニの里おびひろ 工事の進捗状況について
帯広市東9条南13丁目に建設中の『コムニの里おびひろ』は、平成23年3月の開
設に向け順調に準備が進んでいます。9月末の時点で進捗状況16％、基礎工事が
終わり1階の柱や壁の工事が始まりました。外壁の色も決まり、更別の施設と同じ
色で落ち着いた雰囲気の建物になる予定です。
コムニの里おびひろでは、職員の募集を行っています。募集職種は、介護職員・
看護職員・栄養士・調理師・機能訓練指導員です。興味がある方は担当：村上（電話
0155-53-3300）までご連絡ください。
（中野）

各事業者からの活動報告
地域密着型介護老人福祉施設より
今年、特養ではユニットの花壇を利用して少しですが、
夏野菜を育てています。
入居者の皆様から肥料のあげ方など色々とアドバイス
を頂きながら草取りなども協力してもらい、入居者の皆さ
んからは「昔を思い出すね」と話されている方々もいらっ
しゃり、職員と昔話など会話しながら育てています。初め
は、収穫出来るのか心配でしたが入居者、職員の願いが届
いたのか「きゅうり・トマト」など少しですが収穫でき、

そば・ひまわり 立派に育ちました

時々、ユニットの食卓に彩りを添えています。
今年に限らず来年も入居者の方々に喜んでもらえるよ
う野菜作りをしていきたいと思います。
（畠山）

特養と小規模多機能の施設周辺には、将来、障がい者施設を建てるた
めに購入した、まだ使われていない土地が広がっています。今年は緑町の
徳尾進様、更別区の西本栄一様にご協力頂き、そばとひまわりの種を蒔き
ました。どちらも今年の猛暑をものともせず、立派に育ってくれました。
9月上旬には、社会福祉協議会のボランティアサークル勤労会の方々に
刈り入れをしていただきました。収穫したそばは製粉して、皆で食べよう
と思っています。今から楽しみです。
（中野）

更別小学校バレーボール少年団慰問

訪問介護事業所より
私たちは利用者様が住み慣れた

小規模では春先から夏にかけて旬

地域・家族とともに自宅で安心して

の野菜などを育てています。大根やキ

生活が出来るようなサービスを心

ュウリはキムチや一夜漬けなどの漬物

がけ提供しています。

にして、食卓を彩りました。イチゴは結

今回はヘルパーが行なっている

構な豊作で一部はジャムにしておやつ

身体に関わる介護、排泄介助につい

などにのせたり、パンにのせ利用者の

てお話します。

皆様で美味しくいただきました。また、

ヘルパーはどんなお手伝いを
してくれるの？？
【Part１】
排泄介助では…おむつ交換，
陰部臀
部の清潔介助、
トイレ・ポータブルト

８月１３日に更別小学校バレーボール少年団１３名の皆

小規模多機能型居宅介護事業所より

イレ利用時の介助、汚れた衣類の交

さんがコムニの里に来てくれました。子供達は心のこも

換などをお手伝い致します。

った手作りカードを施設内の利用者の方ひとりひとりに

次回は入浴介助…です（宗宮）

秋の収穫に向けて、ダイコンを植えて
おります。
また、外に出てオープンカフェの様
にお茶を飲んだりして皆様に喜ばれて
います。
これからも夏のひと時を楽しく過ご
して行きたいと考えています。
（伊藤）

声をかけて手渡してくれました。その後は交流スペース
にて利用者のみなさんと子供達で一緒に風船バレーを楽
しみ、終始笑顔で楽しいひとときを過ごされていました。
練習で忙しい中、来て下さりバレーボール少年団のみな
さん、どうもありがとうございました。
（宗宮）

生活支援ハウスより
今年は猛暑が続いておりますが、みなさん元気に
過ごされています。

避難訓練を行いました
去る６月２４日と７月２９日に避難訓練を行いました。
６月２４日は、職員数名が実際に消火器や消火ホースを使い、

通所介護事業所より
遠足

〜幕別ふるさと館・柳月スイートピアガーデ

ン、ウェスタン、イトーヨーカドー〜

今年度から、生活支援ハウスでは月に3回の予定

夏も真っ盛りのとても暑い、
７月２４日、
２６日、
２９日

で外出支援を始めました。外出する機会を作り、活

にデイサービスでは、遠足に出かけました。昔の農機

動的に行動して、生活を楽しむことを目的に買い

具の懐かしい香りと柳月の甘い香りに包まれ、とても

物、村の行事に参加等、職員が送迎を行っています。

楽しんでおられました。お昼は食べ放題とお腹を満た

スーパーで品定めをして買い物をし、先日は、更
別道の駅までド

し 、デ パ ートで
の買い物と熱い

消火訓練を行う等、実践的な訓練をしました。
７月２９日は、夜間

ライブに出 か

夏を満喫できま

を想定し、警報が鳴ってから緊急連絡網で職員に連絡し、利用

け、ソフトクリー

した。来 年もま

者を外に避難させるという本格的なもので、不測の事態に備え

ムを 食 べ たり、

たみなさんと一

ることができました。

楽しんでおりま

緒に楽しみまし

す。
（池田）

ょう。
（紅露）

また、両日とも更別村消防署のご協力を頂きました。おかげ
様でしっかりとした訓練を行うことができました。ありがとうご
ざいました。
（伊藤）

