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ヤフオク！ドームで行われたソフトバンク対オリックス戦の観戦にご入所者4名と職員3名で行ってきました女

皆さん、ドームでの野球観戦は初めてという事で、会場に向かう車内では「ワクワクする PJと待ち遠しそうに

されていました。会場に着くと、普段観ているテレビとは違う、周囲の賑やかな雰囲気に驚きつつも真剣に観

戦され、ホームランやファインプレーが出ると声を出して喜ぶ姿が見られました。

7回裏に風船を飛ばす場面ではハプニングもありましたが、数えきれない程の風船がピュ～っと高く上がる

と、ご入所者も満面の笑みで楽しそうにはしゃいでおられました。「また来たいねえ～」と満足した様子で、ご

入所者にも、職員にとっても忘れられない，思い出となりました。

（報告者：新ヶ江・本尾）

フラワーハウス博多 基本理念

「親を安心して任せられるケアサービスの実践jを目指します。

当施設はご利用者の尊厳を守り、安全に配慮、しながら、 生活機能の維持－向上を

目指し、 総合的に援助します。また家族や地域の人々、関係各機関と協力し、

安心した在宅－施設生活が続けられるよう支援します。

これからも、「任せてよかった」と思って頂けるよう、人財を育成し、常にサービス内容の

見直しを行います。そして、よりよいサービスが実践できるよう、努めてま＼ ＼ります。
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平成2年10月24日

入 所 140名 通所 20名

4人部屋31室 ・2人部屋8室－リノ、ビ1；テーション室

通所デイルーム食堂ー談話室他

金隈病院（内科・リノ、ビリテーション科歯科）

当施設では年4回季刊誌「フラワ－Jを発行して、ご利

用者の皆様のご様子をお知らせしております。写真 ー

氏名 ー年齢等を入れてご紹介しておりますが、差障りが

こ、さいいましたら、各部署責任者、 または個人情報保護

相談窓 口をご利用下さい。

．個人情報保護相談窓 口．

施設サービス ：タト尾保子・ 松本岡lj.川本和子 : 

居宅サービス－松岡憲一
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9月16日（月）、当施設1階食堂にて敬老会を開催しました。

ご利用者のご長寿のお祝いと、日頃の感謝の気持ちを込めて

皆様に喜んてーいただけるよう、表彰式やカラオケ大会などを行い

ました。敬老会前には希望者にメイクをしたり、敬老表彰者には

花飾りをしたりとおしゃれもして、皆様に大変喜ばれました。

一人ひとりが主役の敬老会となりました女

義彰式
長寿の祝ぃ歳の皆様へ、施設長より賞状が贈られました。

議録

今年は各階の最高齢者の方5名、喜寿（77歳）1名、傘寿(80歳）3名、米寿（88歳）5名、卒寿（90歳）6名、

白寿（99歳）2名の方を表彰しました ！皆様、堂々と賞状を受け取り、満面の笑顔を見せて下弘、ました。

また、会場では表彰される方の年齢を聞くと「えーっ！」とL寸驚きの声が上がっていました。

ちなみに最高齢は101歳でした古

ご家族の皆様に固まれて

幸せそうですね。

人生これから！

長生きするよ～！

各階から代表して数名の方にカラオケを披露して頂きました！ 日頃、レクリエーションやカラオケクラブてや練習して

いる成果を発揮され、皆さんとてもお上手に歌われました。堂々と一生懸命歌われている姿に、職員も元気をもら

いました（…P職員も着物で歌を披露し、会場を盛り上げました古

碕子から立ち上がり ｜｜職員が着物姿で登場女 ｜｜司愛らしい歌声が｜ ｜力強くこぶしをきかせ、

堂々と歌われまレた ！｜｜会場が華やかになりました PI I素敵でしだ。 ｜ ｜上手に歌いきっていましたカ



論~3 業：
魚釣りや輪投げなどのゲームに挑戦していただき、会場中が笑いに包まれましだ女

ボランティアグループ「野菊の会」の皆様に来て頂きました大三昧線の演奏に
合わせて、民謡や懐かしい由を一緒に歌って踊って、楽しい時聞を過ごしました大

Stta’－・－・総.＿.＋＋S4t’鈴......
鑑庭生輿鑓（66歳）

リハビリを始めて、 3年半になり、最初の頃は休み休み歩いていま

したが、皆様の力を借りて今では長い距離も歩けるようになりました。

フラワーハウス博多のリハビリの皆様から丁寧に教えて頂きまして

感謝しています。いつも笑顔いっぱいのデイケアスタッフに固まれて、

週2回楽しく過ごしています。

これからも皆様と一緒に笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。

-・ 句島総 • • • ”鎌··~’



第8固家族爽涼l会

合開催日時台 平成25年11月16日（土） 14:00～ 16:00 

合実施内容合 前半：レクリエーション（各フロア） 後半：意見交換会（1階各スペース）

ご利用者が、ご家族と共lこ”楽しい川嬉しい”と感じ、鮮を深めて頂けるようなレクリエーションを企画

しました。また意見交換会では、ご利用者の生活や認知症について、なじみのあるフロア職員より説

明させて頂き、介護に対する疑問や悩みを少しでも解消することを目的としました。ご利用者に提供し

ているおやつを準備し、和んだ雰囲気の中で、ご、家族同士の交流を深めて頂きました肯

各フロアでのレクリエーションは、ゲームや体操、合唱などフロア独自

に行いました。ご家族向けに自宅でも実践できる体操をご利用者と一緒

に行う場面もあり、楽しそうにされる反面、真剣な表情も見られました女

合唱を行ったフロアでは、「和やかな雰囲気の中、楽しそうに歌っている

姿を見て、とても安心した。」という、ご家族からの声もいただきました。

ご利用者と一緒に休を動かしたり、歌ったりすることで、普段見ることので、

きない表情や姿を少しでも感じて頂けたのではないかと思います。

ご利用者の生活の流れ、食事、リ／＼ビリについて、資料を用いて説明し、ご利用者がどのような一

日を過ごしているか紹介させていただきました。面会時だけでは分からないご利用者の様子を少し

でも知っていただく事ができたと思います。また、事前アンケートにて回答の多かった「認知症」につ

いても、そのメカニズムや施設での対応をお伝えする事ができました。認知症に対し関心のあるご

家族が多く、自分の体験談を交えて意見をおっしゃる方や、その意見に共感されるご、家族もいらっ

しゃいました。

今回、 2時間という長時間にも関わらず、ご参加・ご協力いただきましたご家族の皆様、本当に

ありがとうございました。「親を安心して任せられるケアサービ、スの実践」という理念のもと、

ご利用者のみならずご家族の皆様に対しても、私達ができる事を常に考え、実践してまいります。

※意見交換会で使用した資料が必要な方は当施設受付までお申し付け下さい。
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参加されたご家族の方と

一緒にお祝いしていただきました P
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敬老会の為に、こ守入所の皆様が一生懸命作品作りを

行いました女各フロア、展示物コーナーにて作品を

3階

展示させて頂きました P

4階

－－」同幽－ー・句・・．”・・h・』

福岡市立席田小学校の

生徒さんが職場体験の際に

貼り絵を作ってくれました P

。どの作品も李崎らい、ゑ＊でlJヒf
皆様、あ＇Jがどうございれた。

5階

ゐ階
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各フロアにて毎年恒例の大運動会を開催レました。

玉入れや車いす競走など様々な競技を行い、ご利用者様の真剣な表情や

たくさんの笑顔が男られ、とても盛り上がりましだ！！

また昼食には運動会の特製お弁当を食べていただき、いつもとは遣った

秋らレい雰囲気を昧わっていただきました。
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顔を真っ白にして

頑張りました会なかなか
難しか！

お弁当は「し1なりす、しJや

「たこさんウインナーJなど

運動会らしいメニューに

しました！

ょ二；了ドン！寸

体を動かした後の
ご飯は美昧しいね！

スタッフち仮装して頑張りましたが

車いすの運転には苦戦レました－

ご利用者様の華麗な車椅子さばきは

すごいです ！！

留者襲、a癌れ犠でし
来年も元気長二体

りJ己

供二、）
して

り署長しよう大
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宵骸校区体育大会f 報告者：成尾美香

今年で55回目を迎える体育大会に金隈新町の一員として参加しまし

た。台風の影響により前日は大雨が降りましたが、当日は日差しも強く、

10月を思わせないとても暑い天候となりました。

以前はテント2つ分に座れないほどたくさんの方が参加していたそうで、

すが、年々、参加者が少なくなっているようでした。ムカデ競走や町内対

抗リレーに選手代表として出場しましたが、優しく声をかけてくださる方や

厳しく応援してくださる方もいらっしゃいました。 5月の婦人バレー大会に

も参加しましたが、今回の地域交流では「施設と地域」よりも「地域の一

員」としてみなさんと交流で、きたように感じました。今後も継続して活動す

る事でフラワーハウス博多の認知度を高め、施設への関心・興味、地域

から必要な存在となるよう取り組んでいきたいと思います。

-1均 一 ι 大きな踏に入ってっきぐま音頭刀

席田中学核職場体験＝ 担当者：津田さゆり

金隈新町子ども会の役員を

務める4階職員酉固さんも

参加しました女

席田中学校より、 3人の可愛い女の子が職場体験に来ました。「職業について学び、体験することで

将来の生き方を考える」という目的のもと、 9月11日から3日間4階にて体験学習しました。主にご入所

者とのコミュニケーションで、したが、ご入所者の方は本当に嬉しそうで、中学生を見かけては、色々と語り

かけていました。

「一緒に頑張ろう！」と中学生に一言
声をかけ、作業スタート安全て、折り

紙の貼り絵で完成させました。

会話をしながらゆつくりと作品作り。

「彼氏はいますか？」という質問に中
学生は顔を赤らめていました（本二本）

今回作成した壁画は敬老会にて紹介

させて頂きました。この経験をきっかけに、

福祉の仕事に少しでも興味を持ち、

将来介護の仕事を目指してもらえたら・ー

と願っています女

「乙乙怯もう少し遭〈」と

積極的・ー一日

----.2人とも時間を

も喧した！
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也還がお寄免Aクぎずカ

認知症の義母85歳を介護しています。歯を磨いた事を忘れ、何度も洗顔クリームで

歯を磨いたり、翌日着る洋服を山積みし、それを家族が散らかしたと怒ったりと、

A動

この先どう症状が進んでいくのか不安です。義母にどう接していけば良いのでしょうか？

－認知症が進行しても、感情やその人らしさはしっかりと残っています

「その方の自尊心や個性を尊重するJ

「言葉になりづらい気持ちを推し量る」

「間違いや失敗を“大丈夫”と受け入れるJ

「言葉だけでなく笑顔やスキンシップも心がける」

認知症の方の気持ちに寄り添い尊厳を持ち、不安や悲しみ、孤独感などを和らげる関わり方や

環境作りができれば、認知症の症状も緩和され軽減すると言われています。

介護者の方は一人で抱え込まず、周囲の人や専門機関に相談してみましょう。

ぷψ 移部5もト巴フロ呂シゲ事肉謂笥壱鍛え＠~ ~ψ 

「座ると膝が勝手に開いてしまう…」「O脚が気になる・・・」

こんな事に心当たりはありませんか？それは加齢からくるもので

“内転筋”の衰えのせいです。

内転筋とは太ももの内側にある筋肉です。この筋肉が衰えると、「膝が

開いてしまうjという見た目の問題に加えて、膝や足首の痛みといったトラ

ブルを招く可能性があります。

そこで今回は内転筋を強くするトレーニングについてご紹介します。

~ 

「ー ペ‘γトボトIL？：簡単 Ifd.が句トレーニン伊一一一一ー
ちょっとした待ち時間や移動時間に実践できるトレーニングの紹介で・す！

！⑦椅子の上に座り、瞭を直角に曲げ、足の裏金体を床にしっかりつける。

⑧500mlのベットボトルを両臆の内側でしっかり挟む。

③背筋を真つ直ぐ起こし、顔も真つ直ぐに正面を向く。

④両肢をくっつけるように力を入れて内転筋に力を入れる。

，⑤両膝に挟んだベットボトルを押して緩める動作を10秒間を行う。

10秒間を1セットとし、 1日3セット行うと効果的です背

い~で也、~~·で也簡単官で~~トレー＝シグです 1 母。チャレシタtえ「F~もも（率二、｝

、11トLi... I I r; HO l I’ 

社会福祉法人清風会 金隈老人保健施設フラワーハウス博多
干812-0863 福岡市博多区金の隈3丁目24番8号

TEL : 092-504-3355 FAX : 092-504-3851 
URL : http://www.seifu-kai.jp/ E-mail : info-flower@seifu-kai.jp 
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