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今月のベストショット♪
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10 月 17 日、椋田清子様 102 歳のお誕生日を迎えら

貼り絵をしました！

れました！！おめでとうございます(*^_^*)御家族

手先を器用に使われ

もお祝いに来てくださり、嬉しそうな笑顔を沢山

上手に貼られていま

祝

した。完成が楽しみ

見ることが出来て、とても良

です(^o^)

かったです。来年も一緒にお
祝いが出来るのを楽しみに
しています★

10 月 11 日、御家族様
と一緒に釣りに出掛
けられました！大き
な魚が釣れており、ご
本人も満足されてい
ました！！！

洗濯物たたみに
テーブル拭き・台ふ

ユニット周りのお散歩(^o^)

きのお手伝いいつ

コスモスが咲いていて「キレイやね～」と笑

もありがとうござ

顔もみられました(^o^)天気もよくベンチに

います。

座ってゆっくりされました(*^。^*)

最近は天気が良いので、外でコスモスを見な
がら、お茶を飲んだり体操をしたりしていま
す♪花を見ながら「気持ちが良いね～」と喜
ばれていました！

あんたも体操せんね♪

10 月 9 日はうを佐にて、外食をしました(^^)皆さん沢
山食事を召し上がって、とても喜ばれていました！帰
りに、庄内方面にドライブをして帰ると、景色を観な
がら笑顔が沢山見られたので良かったです(^o^)／
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ユニットでおやつ作りをしました。ミニホットケーキでどら焼き
を作り、皆さんでいただきました。「おいしいねえ」と嬉しそう
に召し上がっていらっしゃいました。♪

スタッフと天気のいい日にプランタ
ーにチューリップの球根を植えまし
た。春になって何色が咲くか楽しみ
ですね✿

雲ひとつない秋晴れの
中、中庭にて過ごしまし
た。日差しが心地いいで
すね。

空ユニットの新しい理念を作りました。
『ご利用者様・ご家族様に気持ちの良い
挨拶から始め、丁寧なケアに努めます。
』
毎朝の申し送り時に、職員全員で声に出
して読み、周知徹底していきます。

何名かの利用者様がそれぞれの目的に沿ってご家族が依頼を
され、自立援助協会様の訪問マッサージを受けていらっしゃい
ます。普段はベッド上で行われるマッサージも少し気分を変え
てフロアで実施される時もあります。皆様毎回気持ち良さそう
です。また、ユニット内でも筋力低下防止などの目的で、全入
居者様対象に昼食前にリハビリ体操を楽しく行っています。
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10 月 15 日、午後よりデイサービスでお楽しみ会を行いました。内容は寸劇、抽選会、ショートコント、踊り。

寸劇やコントでは、大笑いをされているご利用者様もいらっしゃいました。『楽しかった』との声も多く聞かれ
充実したひとときでした。今後もご利用者様と楽しめる機会を多く作っていきます。

職員の寸劇を
行いました♪

抽選会中…

１０月２０日、ショートステイ内にて運動会を行いまし
た。赤団と白団に分かれての綱引き・玉入れ・障害
物競走等に利用者様方から歓声が上がり、盛り上
がりを見せていました。(*^_^*)

9 日、関之尾の滝にド
ライブに行きました。

1 日と 6 日にわかれて、

天気も良く、ご利用者

高千穂牧場へ行きまし

様も自然に触れること

た。ご利用者様も「よか

で良い気分転換になり

きもち～」と笑顔がたく

ました。

さん見られました。
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今月はお天気のいい日にお茶会をし
たり、ご利用者様と一緒に生け花をし
ました✿また、コスモス見学にも行き
満開のコスモスを見ながらお弁当を
楽しみました。

10 月は天候も良かったので、おにぎ
り・たまご焼き・豚汁・漬物を持って公
園に行きました。外で食べるご飯は一段
と美味しかったですね☆秋の心地よい
風と日差しを浴びて、皆さまとてもいい
お顔をされていました。また天気のいい
日に行けたらいいですね♪
11 月は 20 日と 23 日に福さんの家で
スタッフ手作りのカレーランチをしま
す。時間にご都合がつきましたら、ぜひ
足をお運び下さいね。

さつまいもの
ソフトクッキー

今月は、やわらかくて食べやすいクッキー
です。さつまいも、黒ごまが入って体にも優
しいお菓子です。簡単でおいしいですよ☺

材 料(15 枚分)

作り方
① さつまいもにﾗｯﾌﾟをし、ﾚﾝｼﾞで 8～9 分程加熱し
粗くつぶします。
・バター 40ｇ
② さつまいもが熱いうちに、ﾊﾞﾀｰ・砂糖・牛乳・黒ご
・黒ごま 大さじ 2
まの順に加えよくまぜます。
・砂糖 15ｇ
③ ②にふるったﾎｯﾄｹｰｷ Mⅸを加えよく混ぜ、ひとま
とめにします。
・牛乳 10ｃｃ
④ 生地を大さじ 1 ずつとって平らに丸め、190℃
・ﾎｯﾄｹｰｷ Mⅸ 100ｇ
のオーブンで 15 分焼いたらできあがりです。
・さつまいも 120ｇ
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大根田地区の PTA の方の協力もあり総勢 20 名程の仮装行列がまりあの中を練り歩きました☆ご利用
者の方も初めはびっくりされたご様子でしたが、かわいい子供たちの仮装に大喜び！お菓子を子供た
ちに渡されていました♪中には、仮装されるご利用者の方もおられ、大いに盛り上がりました☆

１０月８日(木)
環境美化・農業委員会で、グループ
ホームとみづきの間にある花壇にチ
ューリップの球根３０球を植えまし
た。グループホームのご利用者の方
も一緒に参加されました。
春まで楽しみにしていてください。
１０月 24(土)25(日)に『第４０回小松原地区まつり』
が開催されました。
小松原地区内のたくさんの方の作品展示や郷土芸
能・出店などが行われました。素晴らしい作品が数々
展示してあり、会場の中も外も多数の来場者で大変賑
わっていました。
今年もまりあからは作品展示と演芸にてリハビリ
体操をさせていただきました。出演した職員の掛け声
に合わせて御来場の皆様全員で体操を行いました。
出演の機会を頂きました関係者の皆様、ありがとう
ございました。
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１０月２３日(金)に開催された第２７回目を迎える特養施設対抗のミニバレーボール大会に、本年度も参
加しました。県南の１９施設が参加しての大会で、貴重な他施設との交流を図る意味でも出場した職員
は大いに楽しみ、互いに汗を流しました。結果は、連覇は惜しくも逃し準優勝となりましたが、一番の目
標としていた「けがをせず無事帰宅する」という目標は達成しました(^o^)

ご家族、地域の方々から多くのご協力を頂き、無事に秋祭りを成功させることができました。心
より感謝申し上げます。簡単ながら収支のご報告をさせていただきます。来年度も秋祭りを盛大
に開催したいと思いますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

収入の部
出店売上
フリーマーケット売上
寄付

単位（円）

支出の部

２５２，６００ 出店及び抽選会
２３，１１０ 設営・駐車場
１５４，９０２ 余興・花火関係
ボランティアその他

合計

４３０，６１２ 合計

単位（円）
１７９，４２３
２４９，０００
７４，２２０
５７，８２４
５６０，４６７

※花火打ち上げはまりあの予算で組んでおります。
収入の部 ４３０，６１２円 － 支出の部 ５６０，４６７円 ＝ －１２９，８５５円
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１1 月 行事予定
1

日

11

水

太極拳

21

土

太極拳

2

月

陶芸

12

木

音楽療法・まりあ喫茶

22

日

マッスルまりあ

3

火

木工

13

金

木工

23

月

陶芸

4

水

14

土

音楽療法

24

火

木工

5

木

まりあ喫茶
ミッキーサークル慰問

15

日

25

水

運営推進会議(GH・みづ
き)・太極拳

6

金

音楽療法・木工

16

月

陶芸

26

木

音楽療法・まりあ喫茶

7

土

太極拳

17

火

木工

27

金

理事会・木工

8

日

マッスルまりあ

18

水

28

土

9

月

陶芸

19

木

まりあ喫茶

29

日

10

火

木工

20

金

木工・音楽療法

30

月

陶芸

～編集後記～
いつもまりあ新聞をご覧頂きありがとうございます。鮮やかな紅葉の季節となり朝夕も冷え込んできました
が、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。今月号は、ハロウィンパーティー・ミニバレーボー
ル大会・農業委員会の活動報告・秋祭り収支報告について掲載させて頂きました。また来月には、地域の方々
と一緒に取り組む防災訓練もございます。ご利用者様・ご家族様のご協力に感謝しながら、日々の業務にも
努めて参ります。これからさらに寒さも厳しくなり、感染症等の流行する時期となります。皆様も体調管理
に気をつけてお過ごし下さい。

（

鎌田 ）

■地域密着型介護老人福祉施設 特別養護老人ホームまりあ
TEL（0986）46－2727 FAX（0986）46－1417
■短期入所生活介護事業所 ショートステイまりあ
TEL（0986）46－2727 FAX（0986）46－1417
■短期入所生活介護事業所 ショートステイまりあ 2 号館
TEL（0986）46－2727 FAX（0986）46－2787
■サービス付き高齢者向け住宅まりあ
TEL（0986）46－2727 FAX（0986）46－2787
■訪問介護ステーションまりあ
TEL（0986）46－2601 FAX（0986）46－2787
〒885-0093 宮崎県都城市志比田町 9573 番地の 1
■通所介護事業所 デイサービスセンターまりあ
■認知症対応型共同生活介護 グループホームまりあ
■居宅介護支援事業所 まりあ介護支援センター

TEL（0986）46－9030 FAX（0986）46－9392
TEL（0986）46－9030 FAX（0986）46－9392
TEL（0986）24－6337 FAX（0986）46－9392

〒885-0093 宮崎県都城市志比田町 9541 番地
■小規模多機能型

居宅介護事業所

ちっちゃなお家みづき

TEL（0986）46－3550 FAX（0986）46－3552

〒885-0093 宮崎県都城市志比田町 9560 番地 1
■認知症対応型通所介護

デイサービスセンター福さんの家

TEL(0986) 36－4129 FAX (0986) 36－4139

〒885-0013 都城市郡元町３３１０番地１
社会福祉法人まりあホームページ http://www.maria-f.jp/ でも『まりあ新聞』がご覧になれます。
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