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ジェを置き、鈴を♪リンリン♪と鳴らしながらクリスマスソングを合唱！！おやつにはケーキを

召しあがって頂きました！ご利用者様より「皆でクリスマスを過ごすと楽しいね！」とお褒めの
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工のクリスマスツリーをはじめ数種類準備し、受け取られた方はとても喜ばれていました。プレ

ゼントのお渡しの後には「きよしこの夜」「ジングルベル」を歌いクリスマスの雰囲気を味わって

頂きました。
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やりたい！」と口々に…これからも

今年もサンタクロースがプレゼントを持って東２階フロアにやってきました。ご利用者様もサン

タ姿に変身し、クリスマスの雰囲気を味わって頂きました。各テーブルにロウソクの素敵なオブ

ジェを置き、鈴を♪リンリン♪と鳴らしながらクリスマスソングを合唱！！おやつにはケーキを

召しあがって頂きました！ご利用者様より「皆でクリスマスを過ごすと楽しいね！」とお褒めの

階食堂でクリスマス会を行いました。この日のためにご利用者様が作成した装

飾品の飾りつけや職員がサンタの格好をして、プレゼントを贈りました。プレゼントはガラス細

工のクリスマスツリーをはじめ数種類準備し、受け取られた方はとても喜ばれていました。プレ

ゼントのお渡しの後には「きよしこの夜」「ジングルベル」を歌いクリスマスの雰囲気を味わって

編集・制作を行っております

今後のイベント案内

13：30〜
（アトリウムホール） 

新春お餅つき大会〜

太⿎サークル＂⻯鳴太⿎“協⼒：仲町町会、ハッピーロード商店街

居酒屋クローＢＡＲ）
25 日（水）18

お問い合わせ：

月～１２月）

』を開催しました！ 

職員が手順を説明。ご利用者様は背筋を伸ば

し真剣に聞き入っています。厨房からシュークリームの皮が到着すると賑やかに作業が始まりま

した。皮を半分にカットする方、泡立て器でホイップクリームを作る方、クリームをスプーンで

詰める方。皆さま没頭しています（笑）ツリーの土台はラップを巻いた円錐形の紙。クリームを

接着剤にしてシュークリームをどんどん貼付けてゆきました。完成した際は、写真撮影の人だか

やりたい！」と口々に…これからも

今年もサンタクロースがプレゼントを持って東２階フロアにやってきました。ご利用者様もサン

タ姿に変身し、クリスマスの雰囲気を味わって頂きました。各テーブルにロウソクの素敵なオブ

ジェを置き、鈴を♪リンリン♪と鳴らしながらクリスマスソングを合唱！！おやつにはケーキを

召しあがって頂きました！ご利用者様より「皆でクリスマスを過ごすと楽しいね！」とお褒めの

階食堂でクリスマス会を行いました。この日のためにご利用者様が作成した装

飾品の飾りつけや職員がサンタの格好をして、プレゼントを贈りました。プレゼントはガラス細

工のクリスマスツリーをはじめ数種類準備し、受け取られた方はとても喜ばれていました。プレ

ゼントのお渡しの後には「きよしこの夜」「ジングルベル」を歌いクリスマスの雰囲気を味わって

編集・制作を行っております 
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◇南2階◇

(2A) 

今年の南２Ａのクリスマス会は、利用者様が大好きなカラオケ大会を開催しました！

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

レゼントをお渡しすると「ありがとう！大切に使うね」とたくさんの笑顔が見れました。

来年も利用者様に楽しんで頂ける行事を沢山企画します！

 

 

 

 

(2B) 

南2Ｂフロアでは、

一杯に身体を動かしていただきました。最後に利用者様全員に金メダル授与式を行いました！

 

12月にはクリスマス会を実施しました。簡単なゲームと利用者様によるカラオケ大会と職員より

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

スマス会は利用者様の笑顔が溢れ素敵な時間となりました。

 

 

 

◇南3階◇

(3A) 

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

サンタに扮した

した。プレゼントのリップクリームを

利用者様も

が見られ、楽しいひと時を過ごされました。

 

 

(3B) 

12月20日、南

紅白歌合戦に模した出し物です。紅組は昔のアイドル曲をサンタ姿で踊り、白組は利用者様も昔

ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ

ました。その後はケーキ作りを行いました。生クリームやチョコレートを好みに装飾し「美味し

い！！またやりたい！」と

 

 

◇南4階◇

(4A) 

12/25 にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

頂き、フロアはクリスマスムード一色でした！！

沢山用意したいつもと違う

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！

当たったプレゼントを「ご家族様にお渡しする」ことを楽しみにされている方もいらっしゃいまし

た。 

 

(4B) 

今回はクリスマスシーズンとい

伴奏に合わせて「きよしこのよる」「故郷」「ジングルベル」を皆さまで歌いました。プレゼントに

選んだコップを手にされると「ありがとう」と笑顔いっぱいに喜ばれていました。

また、エントランスの飾り付けも利用者様と行いました。「綺麗になってきたね」と話しながら

一つ一つ装飾品を飾り付けました。

階◇ 

今年の南２Ａのクリスマス会は、利用者様が大好きなカラオケ大会を開催しました！

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

レゼントをお渡しすると「ありがとう！大切に使うね」とたくさんの笑顔が見れました。

来年も利用者様に楽しんで頂ける行事を沢山企画します！

Ｂフロアでは、11

一杯に身体を動かしていただきました。最後に利用者様全員に金メダル授与式を行いました！

月にはクリスマス会を実施しました。簡単なゲームと利用者様によるカラオケ大会と職員より

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

スマス会は利用者様の笑顔が溢れ素敵な時間となりました。

階◇ 

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

に扮した職員からプレゼントを

プレゼントのリップクリームを

利用者様もおられました。ジングルベルを歌い、参加された利用者様全員で写真撮影を行うと笑顔

が見られ、楽しいひと時を過ごされました。

日、南3Bフロアでクリスマス会を行いました。メインイベントは、職員が男女に分かれ

紅白歌合戦に模した出し物です。紅組は昔のアイドル曲をサンタ姿で踊り、白組は利用者様も昔

ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ

ました。その後はケーキ作りを行いました。生クリームやチョコレートを好みに装飾し「美味し

い！！またやりたい！」と

階◇ 

にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

頂き、フロアはクリスマスムード一色でした！！

沢山用意したいつもと違う

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！

当たったプレゼントを「ご家族様にお渡しする」ことを楽しみにされている方もいらっしゃいまし

今回はクリスマスシーズンとい

伴奏に合わせて「きよしこのよる」「故郷」「ジングルベル」を皆さまで歌いました。プレゼントに

選んだコップを手にされると「ありがとう」と笑顔いっぱいに喜ばれていました。

また、エントランスの飾り付けも利用者様と行いました。「綺麗になってきたね」と話しながら

一つ一つ装飾品を飾り付けました。

今年の南２Ａのクリスマス会は、利用者様が大好きなカラオケ大会を開催しました！

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

レゼントをお渡しすると「ありがとう！大切に使うね」とたくさんの笑顔が見れました。

来年も利用者様に楽しんで頂ける行事を沢山企画します！

11月に運動会を実施しました。すべての方が楽しめるプログラムを考え、元気

一杯に身体を動かしていただきました。最後に利用者様全員に金メダル授与式を行いました！

月にはクリスマス会を実施しました。簡単なゲームと利用者様によるカラオケ大会と職員より

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

スマス会は利用者様の笑顔が溢れ素敵な時間となりました。

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

職員からプレゼントを

プレゼントのリップクリームを

おられました。ジングルベルを歌い、参加された利用者様全員で写真撮影を行うと笑顔

が見られ、楽しいひと時を過ごされました。

フロアでクリスマス会を行いました。メインイベントは、職員が男女に分かれ

紅白歌合戦に模した出し物です。紅組は昔のアイドル曲をサンタ姿で踊り、白組は利用者様も昔

ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ

ました。その後はケーキ作りを行いました。生クリームやチョコレートを好みに装飾し「美味し

い！！またやりたい！」と大絶賛で楽しんでいただけました。

にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

頂き、フロアはクリスマスムード一色でした！！

沢山用意したいつもと違う3時のおやつが大変好評で、手がとまらない方も大勢いらっしゃいまし

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！

当たったプレゼントを「ご家族様にお渡しする」ことを楽しみにされている方もいらっしゃいまし

今回はクリスマスシーズンということで、南

伴奏に合わせて「きよしこのよる」「故郷」「ジングルベル」を皆さまで歌いました。プレゼントに

選んだコップを手にされると「ありがとう」と笑顔いっぱいに喜ばれていました。

また、エントランスの飾り付けも利用者様と行いました。「綺麗になってきたね」と話しながら

一つ一つ装飾品を飾り付けました。

今年の南２Ａのクリスマス会は、利用者様が大好きなカラオケ大会を開催しました！

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

レゼントをお渡しすると「ありがとう！大切に使うね」とたくさんの笑顔が見れました。

来年も利用者様に楽しんで頂ける行事を沢山企画します！

月に運動会を実施しました。すべての方が楽しめるプログラムを考え、元気

一杯に身体を動かしていただきました。最後に利用者様全員に金メダル授与式を行いました！

月にはクリスマス会を実施しました。簡単なゲームと利用者様によるカラオケ大会と職員より

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

スマス会は利用者様の笑顔が溢れ素敵な時間となりました。

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

職員からプレゼントを受け取ると、利用者様からは感謝の言葉や、笑顔が見られま

プレゼントのリップクリームを使って、少し唇に色が付いた事を伝えると、照れ

おられました。ジングルベルを歌い、参加された利用者様全員で写真撮影を行うと笑顔

が見られ、楽しいひと時を過ごされました。 

フロアでクリスマス会を行いました。メインイベントは、職員が男女に分かれ

紅白歌合戦に模した出し物です。紅組は昔のアイドル曲をサンタ姿で踊り、白組は利用者様も昔

ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ

ました。その後はケーキ作りを行いました。生クリームやチョコレートを好みに装飾し「美味し

大絶賛で楽しんでいただけました。

にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

頂き、フロアはクリスマスムード一色でした！！

時のおやつが大変好評で、手がとまらない方も大勢いらっしゃいまし

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！

当たったプレゼントを「ご家族様にお渡しする」ことを楽しみにされている方もいらっしゃいまし
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伴奏に合わせて「きよしこのよる」「故郷」「ジングルベル」を皆さまで歌いました。プレゼントに

選んだコップを手にされると「ありがとう」と笑顔いっぱいに喜ばれていました。

また、エントランスの飾り付けも利用者様と行いました。「綺麗になってきたね」と話しながら

一つ一つ装飾品を飾り付けました。 

今年の南２Ａのクリスマス会は、利用者様が大好きなカラオケ大会を開催しました！

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

レゼントをお渡しすると「ありがとう！大切に使うね」とたくさんの笑顔が見れました。

来年も利用者様に楽しんで頂ける行事を沢山企画します！ 

月に運動会を実施しました。すべての方が楽しめるプログラムを考え、元気

一杯に身体を動かしていただきました。最後に利用者様全員に金メダル授与式を行いました！

月にはクリスマス会を実施しました。簡単なゲームと利用者様によるカラオケ大会と職員より

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

スマス会は利用者様の笑顔が溢れ素敵な時間となりました。

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

受け取ると、利用者様からは感謝の言葉や、笑顔が見られま

少し唇に色が付いた事を伝えると、照れ

おられました。ジングルベルを歌い、参加された利用者様全員で写真撮影を行うと笑顔
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ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ
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ました。その後はケーキ作りを行いました。生クリームやチョコレートを好みに装飾し「美味し
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にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

時のおやつが大変好評で、手がとまらない方も大勢いらっしゃいまし

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！
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選んだコップを手にされると「ありがとう」と笑顔いっぱいに喜ばれていました。

また、エントランスの飾り付けも利用者様と行いました。「綺麗になってきたね」と話しながら

今年の南２Ａのクリスマス会は、利用者様が大好きなカラオケ大会を開催しました！ 

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

レゼントをお渡しすると「ありがとう！大切に使うね」とたくさんの笑顔が見れました。

月に運動会を実施しました。すべての方が楽しめるプログラムを考え、元気

一杯に身体を動かしていただきました。最後に利用者様全員に金メダル授与式を行いました！

月にはクリスマス会を実施しました。簡単なゲームと利用者様によるカラオケ大会と職員より

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

受け取ると、利用者様からは感謝の言葉や、笑顔が見られま

少し唇に色が付いた事を伝えると、照れ

おられました。ジングルベルを歌い、参加された利用者様全員で写真撮影を行うと笑顔

フロアでクリスマス会を行いました。メインイベントは、職員が男女に分かれ

紅白歌合戦に模した出し物です。紅組は昔のアイドル曲をサンタ姿で踊り、白組は利用者様も昔

ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ

ました。その後はケーキ作りを行いました。生クリームやチョコレートを好みに装飾し「美味し

にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

時のおやつが大変好評で、手がとまらない方も大勢いらっしゃいまし

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！

当たったプレゼントを「ご家族様にお渡しする」ことを楽しみにされている方もいらっしゃいまし

でもクリスマス会を行いました。職員のピアノの

伴奏に合わせて「きよしこのよる」「故郷」「ジングルベル」を皆さまで歌いました。プレゼントに

選んだコップを手にされると「ありがとう」と笑顔いっぱいに喜ばれていました。 

また、エントランスの飾り付けも利用者様と行いました。「綺麗になってきたね」と話しながら

 

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

レゼントをお渡しすると「ありがとう！大切に使うね」とたくさんの笑顔が見れました。 

月に運動会を実施しました。すべての方が楽しめるプログラムを考え、元気

一杯に身体を動かしていただきました。最後に利用者様全員に金メダル授与式を行いました！  

月にはクリスマス会を実施しました。簡単なゲームと利用者様によるカラオケ大会と職員よりさ

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

受け取ると、利用者様からは感謝の言葉や、笑顔が見られま

少し唇に色が付いた事を伝えると、照れ笑いされる

おられました。ジングルベルを歌い、参加された利用者様全員で写真撮影を行うと笑顔

フロアでクリスマス会を行いました。メインイベントは、職員が男女に分かれ

紅白歌合戦に模した出し物です。紅組は昔のアイドル曲をサンタ姿で踊り、白組は利用者様も昔 

ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ

ました。その後はケーキ作りを行いました。生クリームやチョコレートを好みに装飾し「美味し

にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

時のおやつが大変好評で、手がとまらない方も大勢いらっしゃいまし

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！

当たったプレゼントを「ご家族様にお渡しする」ことを楽しみにされている方もいらっしゃいまし

でもクリスマス会を行いました。職員のピアノの

伴奏に合わせて「きよしこのよる」「故郷」「ジングルベル」を皆さまで歌いました。プレゼントに

また、エントランスの飾り付けも利用者様と行いました。「綺麗になってきたね」と話しながら 

お気に入りの歌をうたう方、聞き入る方、皆さま楽しまれていたと思います。途中でクリスマスプ

月に運動会を実施しました。すべての方が楽しめるプログラムを考え、元気

さ

さやかなプレゼント。「ありがとう」という言葉を頂き、職員もほっと胸をなでおろしました。クリ

フロアでクリスマス会を開催しました。フロアの照明を落として賛美歌を流し、厳かなムードの中

受け取ると、利用者様からは感謝の言葉や、笑顔が見られま

笑いされる

おられました。ジングルベルを歌い、参加された利用者様全員で写真撮影を行うと笑顔

フロアでクリスマス会を行いました。メインイベントは、職員が男女に分かれ

 

ＴＶで見たヒゲダンスを披露しました。職員の必死な姿に、利用者様からは驚きと笑い声で包まれ

にクリスマスパーティーを開催しました。フロアを装飾し、利用者様には赤い帽子を被って

時のおやつが大変好評で、手がとまらない方も大勢いらっしゃいまし

た。ビンゴ大会では沢山のプレゼントを準備し、必ず当たるとあってか大いに盛り上がりました！

当たったプレゼントを「ご家族様にお渡しする」ことを楽しみにされている方もいらっしゃいまし

でもクリスマス会を行いました。職員のピアノの

伴奏に合わせて「きよしこのよる」「故郷」「ジングルベル」を皆さまで歌いました。プレゼントに

 

◇通所介護◇

10月よりご

部分をご提案して下さいました。

いと思います。タイトルは「懐かしき秋の風景」です。

材料の調達からレイアウト・加工、貼り付け

今年もご利用者様と一緒に作品を作りたいと思います。

 

◇認知症対応型通所介護

当フロアでは、

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。

 

◇西1階◇

西1フロアでは

ゼントとクリスマスカードをお渡ししました。写真を撮影すると

ました。おやつの時間では

撮影し、クリスマスの良い思い出になりました！

 

◇西2階◇

12 月に入り、

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎると

っという間にお正月。昨年

次回のクリスマスも元気で楽しく迎えたいと思います。

 

 

 

◇西3階◇

12月24日はフロアでクリスマス会を開催

トナカイ♪を歌いました！サンタコスチュームに

のプレゼントタイム

と、感激のあまり目に涙を浮かべられた利用者様もいらっしゃいました。

 

◇西4階◇

12月21日

2 名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をさ

口ずさまれる方、皆さま

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

た。最後に集合写真を撮り、皆

の難しい利用者様の生活歴に触れる事が出来て、私共にとっても

 

 

◇通所介護◇ 

ご利用者様を中心に

提案して下さいました。

いと思います。タイトルは「懐かしき秋の風景」です。

の調達からレイアウト・加工、貼り付け

もご利用者様と一緒に作品を作りたいと思います。

認知症対応型通所介護

では、12 月

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。

階◇ 

フロアでは、12月

とクリスマスカードをお渡ししました。写真を撮影すると

おやつの時間では

クリスマスの良い思い出になりました！

階◇ 

月に入り、施設のホールはクリスマスの飾りで華やいだ雰囲気になりました。

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎると

っという間にお正月。昨年

のクリスマスも元気で楽しく迎えたいと思います。

階◇ 

日はフロアでクリスマス会を開催

トナカイ♪を歌いました！サンタコスチュームに

のプレゼントタイム！美味しいケーキとコーヒーを飲み、ドキドキし

と、感激のあまり目に涙を浮かべられた利用者様もいらっしゃいました。

階◇ 

日「音楽とふれあおう」と題して沖縄民謡のボランティア訪問がありました。

名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をさ

口ずさまれる方、皆さま

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

た。最後に集合写真を撮り、皆

利用者様の生活歴に触れる事が出来て、私共にとっても

利用者様を中心に、文化祭に出展する

提案して下さいました。今回の作品

いと思います。タイトルは「懐かしき秋の風景」です。

の調達からレイアウト・加工、貼り付け

もご利用者様と一緒に作品を作りたいと思います。

認知症対応型通所介護◇ 

21 日から 24

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。

月24日にクリスマス会を行いました。利用者様一人ひとり

とクリスマスカードをお渡ししました。写真を撮影すると

おやつの時間では、クリスマスケーキとジュースを用意し、利用者様全員の集合写真を

クリスマスの良い思い出になりました！

施設のホールはクリスマスの飾りで華やいだ雰囲気になりました。

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎると

っという間にお正月。昨年はどんな年でしたか？少しさびしさも感じつつ…

のクリスマスも元気で楽しく迎えたいと思います。

日はフロアでクリスマス会を開催

トナカイ♪を歌いました！サンタコスチュームに

！美味しいケーキとコーヒーを飲み、ドキドキし

と、感激のあまり目に涙を浮かべられた利用者様もいらっしゃいました。

「音楽とふれあおう」と題して沖縄民謡のボランティア訪問がありました。

名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をさ

口ずさまれる方、皆さま楽しまれていました。演奏会の後には三線体験コーナーが開かれ、

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

た。最後に集合写真を撮り、皆さま

利用者様の生活歴に触れる事が出来て、私共にとっても

各フロアの様子（

特別養護老人ホーム

文化祭に出展する

今回の作品ですが、文化祭でも

いと思います。タイトルは「懐かしき秋の風景」です。

の調達からレイアウト・加工、貼り付けまで、すべて

もご利用者様と一緒に作品を作りたいと思います。

24 日にかけてクリスマス会を開きました。利用者様によるクリス

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。

日にクリスマス会を行いました。利用者様一人ひとり

とクリスマスカードをお渡ししました。写真を撮影すると

、クリスマスケーキとジュースを用意し、利用者様全員の集合写真を

クリスマスの良い思い出になりました！

施設のホールはクリスマスの飾りで華やいだ雰囲気になりました。

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎると

はどんな年でしたか？少しさびしさも感じつつ…

のクリスマスも元気で楽しく迎えたいと思います。

日はフロアでクリスマス会を開催しました！！ご家族様にもご参加頂き皆さまで♪赤鼻の

トナカイ♪を歌いました！サンタコスチュームに

！美味しいケーキとコーヒーを飲み、ドキドキし

と、感激のあまり目に涙を浮かべられた利用者様もいらっしゃいました。

「音楽とふれあおう」と題して沖縄民謡のボランティア訪問がありました。

名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をさ

楽しまれていました。演奏会の後には三線体験コーナーが開かれ、

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

さま「ありがとう」と笑顔で見送られました。普段うかがい知る事

利用者様の生活歴に触れる事が出来て、私共にとっても

各フロアの様子（

特別養護老人ホーム

文化祭に出展する作品を作りました。

ですが、文化祭でも

いと思います。タイトルは「懐かしき秋の風景」です。 

まで、すべてご利用者様と思考錯誤

もご利用者様と一緒に作品を作りたいと思います。 

日にかけてクリスマス会を開きました。利用者様によるクリス

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。

日にクリスマス会を行いました。利用者様一人ひとり

とクリスマスカードをお渡ししました。写真を撮影すると

、クリスマスケーキとジュースを用意し、利用者様全員の集合写真を

クリスマスの良い思い出になりました！ 

施設のホールはクリスマスの飾りで華やいだ雰囲気になりました。

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎると

はどんな年でしたか？少しさびしさも感じつつ…

のクリスマスも元気で楽しく迎えたいと思います。 

しました！！ご家族様にもご参加頂き皆さまで♪赤鼻の

トナカイ♪を歌いました！サンタコスチュームに身を包んだ職員の踊りの後には皆さまおまちかね

！美味しいケーキとコーヒーを飲み、ドキドキし

と、感激のあまり目に涙を浮かべられた利用者様もいらっしゃいました。

「音楽とふれあおう」と題して沖縄民謡のボランティア訪問がありました。

名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をさ

楽しまれていました。演奏会の後には三線体験コーナーが開かれ、

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

「ありがとう」と笑顔で見送られました。普段うかがい知る事

利用者様の生活歴に触れる事が出来て、私共にとっても

各フロアの様子（

特別養護老人ホーム 

した。ご利用者様も

ですが、文化祭でも展示されたのでご覧いただいた方も多

利用者様と思考錯誤

日にかけてクリスマス会を開きました。利用者様によるクリス

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。

日にクリスマス会を行いました。利用者様一人ひとり

とクリスマスカードをお渡ししました。写真を撮影すると、どの方からも笑みがあふれてい

、クリスマスケーキとジュースを用意し、利用者様全員の集合写真を

施設のホールはクリスマスの飾りで華やいだ雰囲気になりました。

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎると

はどんな年でしたか？少しさびしさも感じつつ…

しました！！ご家族様にもご参加頂き皆さまで♪赤鼻の

身を包んだ職員の踊りの後には皆さまおまちかね

！美味しいケーキとコーヒーを飲み、ドキドキしながらプレゼントを受け取る

と、感激のあまり目に涙を浮かべられた利用者様もいらっしゃいました。

「音楽とふれあおう」と題して沖縄民謡のボランティア訪問がありました。

名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をさ

楽しまれていました。演奏会の後には三線体験コーナーが開かれ、

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

「ありがとう」と笑顔で見送られました。普段うかがい知る事

利用者様の生活歴に触れる事が出来て、私共にとっても貴重な時間となりました。

各フロアの様子（11～12

 明東会 

ご利用者様も率先して

されたのでご覧いただいた方も多

利用者様と思考錯誤しながら完成させました

日にかけてクリスマス会を開きました。利用者様によるクリス

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。

日にクリスマス会を行いました。利用者様一人ひとりにクリスマスプレ

どの方からも笑みがあふれてい

、クリスマスケーキとジュースを用意し、利用者様全員の集合写真を

施設のホールはクリスマスの飾りで華やいだ雰囲気になりました。21 日

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎると

はどんな年でしたか？少しさびしさも感じつつ…  

しました！！ご家族様にもご参加頂き皆さまで♪赤鼻の

身を包んだ職員の踊りの後には皆さまおまちかね

ながらプレゼントを受け取る

と、感激のあまり目に涙を浮かべられた利用者様もいらっしゃいました。 

「音楽とふれあおう」と題して沖縄民謡のボランティア訪問がありました。

名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をさ

楽しまれていました。演奏会の後には三線体験コーナーが開かれ、

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

「ありがとう」と笑顔で見送られました。普段うかがい知る事

貴重な時間となりました。

12 月）

 

率先して細かく繊細な

されたのでご覧いただいた方も多

しながら完成させました。 

日にかけてクリスマス会を開きました。利用者様によるクリス

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

た。利用者様が積極的に腕を振るってくださったおかげで美味しく出来上がりました。 

にクリスマスプレ

どの方からも笑みがあふれてい

、クリスマスケーキとジュースを用意し、利用者様全員の集合写真を 

日はクリスマ

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

タクロースが登場！！みんなにプレゼントを渡して写真撮影をしました。クリスマスを過ぎるとあ

しました！！ご家族様にもご参加頂き皆さまで♪赤鼻の

身を包んだ職員の踊りの後には皆さまおまちかね

ながらプレゼントを受け取る

「音楽とふれあおう」と題して沖縄民謡のボランティア訪問がありました。 

名の演奏家の方が奏でる三線の音色と、沖縄出身の職員の音頭をバックに、手拍子をされる方、

楽しまれていました。演奏会の後には三線体験コーナーが開かれ、利用者

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

「ありがとう」と笑顔で見送られました。普段うかがい知る事

貴重な時間となりました。 

月） 

繊細な

されたのでご覧いただいた方も多

 

日にかけてクリスマス会を開きました。利用者様によるクリス

マスソングに合わせたリズム太鼓演奏や歌が披露され、おやつ作り、職員によるダンス、写真撮影

も行われ、盛り沢山の楽しい会になりました。おやつ作りは、小さなボール状のホットケーキ作り

に挑戦！たこ焼きプレートに生地を入れて、竹串でコロコロとホットケーキを回しながら焼きまし

にクリスマスプレ

どの方からも笑みがあふれてい

 

はクリスマ

ス会が開催され、みんなでクリスマスソングを合唱しました。合唱している間にマスクをしたサン

あ

しました！！ご家族様にもご参加頂き皆さまで♪赤鼻の

身を包んだ職員の踊りの後には皆さまおまちかね

ながらプレゼントを受け取る

れる方、

利用者

様の中には、趣味の三味線を思い出されたご様子で、懐かしそうに三線を抱きかかえられていまし

「ありがとう」と笑顔で見送られました。普段うかがい知る事


