だより

◆障がい者等の日中活動支援事業がスタートしました◆
7月22日、更別村から事業委託を受け、日中活動支援センター「サッチャル館」を開設しま
した。日中活動支援事業は、障害者やそのご家族の方が、のんびりしながらおしゃべりをし
たり、簡単な作業を行って頂きながら、住み慣れた地域で安心して暮らすお手伝いをしてい
ます。

開館時間
場
所
利用料金

毎週火・金曜日の午前10時から午後3時まで
更別村ふるさと館となり サッチャル館（旧どんぐり保育所）
1回100円 昼食を食べる方はお米を持参して頂きます。

詳しい利用条件等は更別村保健福祉課にお問い合わせください。

いつも皆様からのご厚意を頂き、
大変、感謝しております。引き続き以
下のものを募集しておりますので、
皆様のご協力、よろしくお願いいた
します。

◆さらべつ◆

捨て布（綿50％以上）、
ビニール買い物袋、加湿器

職員も募集しています！
社会福祉法人博愛会では介護職員
を募集しております。勤務地は更別
村か帯広市です。原則的には介護福
祉士またはヘルパー２級を取得が条
件ですが、現在、無資格の方で、将
来、資格の取得を考えている方も条
件によっては可とします。興味のある
方は担当：村上（☎0155-53-3300）
までお問い合わせください。

竹内 あや子

木戸 洋子

平成23年7月1日付
看護職員
更別 特養勤務

平成23年4月1日付
介護職員
帯広 小規模多機能勤務

中野 令子

宮下 まひる

平成23年7月1日付
調理員
更別 特養勤務

平成23年7月15日付
介護職員
帯広 小規模多機能勤務

篠原 喜代美

郷戸 梨紗

平成23年7月1日付
看護職員
帯広 特養勤務

平成23年９月1日付
介護職員
帯広 特養勤務

佐々木 裕美

畑中 百合

平成23年7月1日付
介護職員
帯広 特養勤務

平成23年９月1日付
介護職員
帯広 特養勤務

寺井 佳奈恵
平成23年7月1日付
介護職員
帯広 特養勤務

ご寄付ありがとうございました。
さらべつ
【物品】
滝川 洋子様
吉田 昭雄様
宮武 良子様
市川 郁子様
横野 すみ子様
片桐 澄子様

【食品】
若園 芳一様
加藤 勉様
吉田 富士子様
安村 スエ子様

おびひろ
【物品】
遣田 真木子様
安達 貴子様
帯広市老連 東北地区

【寄付金】
河村 俊二様
久門 好一様
仲川 文夫様
瀧上 忠生様

ありがとう
ございました
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敬老会を開催しました
さらべつ

新入職員紹介

募集しています

第7号

厳しかった夏の暑さがようやく終わり、十勝平
野には実りの秋が訪れようとしています。
今年の春・夏は、厳しい暑さだけでなく、大震災や
台風、豪雨など大自然の猛威にさらされることが
多く、人間の無力さを思い知らされました。
ただ、どんな大きな困難でも皆で力を合わせて
乗り越えていく、そんな人間の強さも同時に感じ
ることができたように思います。私たちも社会福
祉に携わる者として、地域に貢献できるように頑
張りたいと思います。

去る9月14日、コムニの里さらべつで敬老会が開催されました。
主催者代表のあいさつの後、コムニの里の施設・在宅サービス利用者で、今年、米寿・白寿
を迎えられた方と100歳以上の方をご紹介し、一人ひとり記念写真とお祝いの言葉を額にお
さめた記念品を贈呈いたしました。
続いて来賓のライオンズクラブ為広会長よりご祝辞を頂き、入居者代表に記念品が贈られ
ました。
余興では、郷土芸能かしわ太鼓の皆さんによる太鼓演奏が行われ、ホールに音が響き渡り、
手拍子をして盛り上がりました。その後、職員による「まるもりダ
ンス」と寸劇「わかがえりの水」を披露し、家族含め70余名の方と
楽しいひと時を過ごしました。昼食には長寿のお祝いとこれから
も元気で過ごされるようにと、お赤飯と祝膳を皆で頂きました。
最後になりましたが、大変ご多用のところ、ご出席、ご協力いた
だきましたライオンズクラブ会長様、かしわ太鼓の皆様、本当にあ
りがとうございました。
（池田・宗宮）

おびひろ
9月16日、コムニの里おびひろ地域交流スペースにて敬老会を開催いたしました。喜寿と
米寿の対象者に記念の表彰状、皆さんに色紙を進呈しました。
また、フラダンスとひょっとこ踊り、琴と三味線の方々にボランティアに来ていただきました。
フラダンスの皆様による優雅で楽しい踊りと、琴と三味線の迫力ある演奏で敬老会を大いに
盛り上げていただきました。ひょっとこの愉快な踊りに微笑まれる方、琴の演奏に聞き入る方
や大きな声で一緒に歌われる方等反応は様々ですが、楽しい一時
となりました。
昼食はお祝い膳をご用意しました。皆さんいつもと一味違う昼
食にとても喜んでいただきました。
また、おやつの時間に隣接の帯広調理師専門学校の生徒さん
が手作りロールケーキを持参して慰問に来てくださりました。生
徒さんと交流し、皆さんとても喜んでいました。
（樋田）

コ ム ニ の 里 さ ら べ つ より

コ ム ニ の 里 お び ひ ろ より
前回に引き続き、各ユニットからのごあいさつです。今回は特養の「しらかばユニット」と「かしわユニット」です。

第3回コムニの里さらべつ 夏祭り
KSB6【コムニの里さらべつボーイ】

8月7日㈰第3回目の夏祭りを開催しました。午後1時から約2時間の短
い夏祭りでしたが、施設には約60名の方が来所され、にぎわいました。
前半は施設の中で模擬店めぐりをしていただき、後半はヨサコイソーラ
ンチーム「tokachi 紅」の踊りを見せていただきま
した。写真がなくて残念なのですが、ヨサコイソーラ
ン踊りを真近でみると踊り手さんの迫力が伝わって
きました。当日はとても暑い日で、屋外に出ることを躊躇しまし
たが、テントを張って対応し無事に終えることができました。
来年は、たくさんの地域の方の参加をお願いしたいと思って
います。
（荻原）

チョコフォンデュコーナー
観光地張りの記念写真コーナー

各事業所からの活動報告
特養より
いつも施設の中で暮らす利用者の皆さんが、季
節を感じることができるように、今年は外出レクを
数多く企画しました。
（荻原）
■芽室町菖蒲園見学
7月12日、13日には、芽室町
の菖蒲園に見学に行きました。
利用者さんの「一度行ってみた
い」という意見を尊重し、実現
したドライブ。うだるような暑さのなか20名が参加
しました。
■どんぐり村の盆踊り見学
8月13日、更別村の盆踊りを
見学してきました。
夜の外出は初めてでした。利
用者の皆さんは、地域の踊りの
輪の中に知り合いが多く、声をかけられたり握手を
して再会を喜んだり、とても良い機会となりまし
た。踊りの間ずっと手拍子をしていたみなさん、き
っと踊っている気分になれたと思います。
■更別村の「秋まつり」
9月1日、更別村の秋祭りのお
神輿が来所しました。施設の前
では、施設長も一緒にはんてん
を纏いおみこしを担ぎました。

小規模多機能より
■9月20日に焼肉大会を行いました。
予定では皆で焼きながら
食べるはずでしたが、当日
は朝から風が冷たかったた
め、外で焼いた肉を施設の
中 で 食 べ ることにし まし
た。ジンギスカンを中心に
サンマ・焼うどん等を頂きました。小規模多機能の
畑で採れたカボチャも焼き、とても好評でした。
「おいしいね」
「いつもと違っていいね」
「今度は
外でやりたいね」等、口々に喜んで下さいました。
（井脇・西浦）

こんにちは ! !

地域密着型特養

しらかばユニット

です

男性3名・女性6名の計9名の方が生活をしています。職員は女性
4名・男性2名の計6名が交替しながら「安心した生活」が送れます
ように日々支援させていただいています。
特徴は、入居者様、職員共に食べる
ことが大好きな事です。おにぎり、い
なりずし、煮魚等要望があれば直ぐに
ユニット内で作って食べています。家族の皆さんにもくつろいで
いただけるような場にしていくために1歩1歩前進して行きたい
と思っています。
（石井）

こんにちは ! !

地域密着型特養

かしわユニット

です

壁紙が濃く、落ち着いた雰囲気のユニットです。
「家のように過
ごせる場所」をテーマとしています。入居者様の今までの生活ス
タイルと個性を大切にし、個々のペースに
合わせゆったりと過ごせるユニット作りを
目指しています。今後も入居者様、ご家族
様に「ここに来て良かった！」と思って頂け
るよう、職員一同頑張っていきたいと思い
ます。
（杉浦）

デイサービスより
■9月8・9・10日、スーパーにお買い物へ行きました。
ショッピングカートにカゴをのせ、食品売り場や
日用品売り場、100円ショッ
プと足を運び、楽しみながら
お 買 い 物 を さ れ て い まし
た。
沢山のお客さんに混じり
お好みの品を探し歩き、疲
れたかと思いますが、皆さま
とても楽しそうに買い物さ
れていました。これからもい
ろいろな行事を予定してお
りますので、楽しみにしてい
てください！
（高橋）

第1回コムニの里おびひろ 夏祭り
８月２１日コムニの里おびひろの駐車場にて第1回夏祭りが開催されました。ヨーヨー釣りやボーリング等の
ゲームや、フランクフルト・プチケーキ等の出店。ボランティアの方々の催し物として南京玉すだれやかっぽ
れ踊りが会場を盛り上げ、入居者様、ご家族様、地域の皆様も楽しまれていた様子でした。また、職員の余興
の「マルモリダンス」も中々の盛況ぶりでした。初めての開催でしたが、事故もなく、皆様に楽しんでいただ
けたと思います。
（芳賀）

