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介護老人福祉施設 なごみの里 

  特別養護老人ホーム ・ ショートステイ 

  デイサービスセンター ・ 居宅介護支援事業所  

  グループホーム アルモニー早瀬町 

手作りのカレンダー 作：特養２階の皆様 



 
T・O・P・I・C・S 

嬉しすぎ！？顔が(笑) 

夢心地Zzz 

トライやるウィークなう 

どれどれ♪ 

はいっ、ちーずっ！！ 

今日も元気です 

皆さんでまた行きましょうね！！ 

待ちに待ったこの季節が 

やって参りました・・・っ！ 

私が皆様も凄く楽しみに 

しているイベントです♪ 

お天道様の下で見て笑って 

最高の気分を味わえる 

とっておきの行事です！！ 

 

特 養 

★行き先  大津イオン 水族館  動物園 

   バイキング(外食) みつ道の駅 ...等 



特 養 
 
T・O・P・I・C・S 

 

終了後には特別弁当も♪ 

今年も網干高等学校文化祭へ 

の招待を受けました♪ 

若いエネルギーを全身に受け 

終始ご満悦でした♪ 

来年も行きたいですね！！ 

この距離でも余裕でキャッチ！！ 

ボール遊び 

魚釣り 

日常的に行っているレクリ 

エーションの様子です。 

様々な種類を取り入れて 

おり、飽きないように工夫 

しています。 

「手作りって何がいいの？」 
食べることだけが食事の楽しみ方ではない！！ 

そう実感します。 

利用者様も参加し、目の前で作ることによって 

見て楽しむことが出来ます！！ 

出来上がりが楽しみで、最中によく 

「上手やね！私も昔は・・・」「おいしそう♪」 

等々・・・話しが盛り上がりました♪ 

 



デイサービス 
 
T・O・P・I・C・S 

工作倶楽部 ～デコパージュ～ 

楽
の
会

 



デイサービス 
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７月より、毎日のレクリエーションの時間に、 

個別レク(クラブ活動)を行っています。 

利用者様へのアンケート結果を元に、新たに活動を 

開始しました。 

メニュー 
・手芸クラブ 

・音読クラブ 

・俳句クラブ 

・水彩画クラブ 

・映画鑑賞 

・図工クラブ 

・園芸クラブ 

・コーラスクラブ 

■手芸クラブ ■水彩画クラブ ■園芸クラブ 

■俳句クラブ 

■音読クラブ 

■カレーライス 

■ちらし寿司 

■コーラスクラブ 

今後も 

増やしていく 

 予定です 



 
T・O・P・I・C・S 
グループホーム  
T・O・P・I・C・S 
グループホーム 

・手作りおやつ～フルーツポンチ～ 

旗揚げゲーム ぐらぐらゲーム 

カルタ取り 

飾り作り＆飾り付け♪ 

毎日、日替わりのレクリエーションを楽しまれています。 

遊びといえど皆さん真剣で、まだまだ若さが隠しきれない 

ご様子です♪ 

※つまみ食いでは 

    ありません(笑) 

※コレ全部一人で 

     食べます！(嘘) 

※
自
家
製
で
す
！
 

・牛蒡のささがき ・焼きそば ・華麗な手さばき 

調理は職員のみならず利

用者様にも積極的に参加

して頂いています。男女

問わず皆さん料理がお上

手なのに驚きです！！ 
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T・O・P・I・C・S 

グループホーム 

道の駅～みつ～ 

紫陽花見学 

お茶会 

早子さんの衣替え 

米運び  ※５ｷﾛ 洗車なう～ 

花の植え替え 

百万ドルの笑顔 

玄関掃除 

自分でお掃除 

ｺﾝﾋﾞﾆでお買い物 

２階の皆様 

皆ですると早い 

ｱﾛﾏﾏｯｻｰｼﾞ 
アルモニー最高齢 
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今年もトライヤルウィークの時期が訪れました。 

その様子をご紹介します。 

今年は大津中学校の方々に来て頂きました。 

体験内容が例年に比べグレードアップ！ 

熱心に働く姿に利用者様も感心されていました。 

■配膳のお手伝い ■入浴介助のお手伝い ■学生達によるﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

■車椅子の体験 

■特殊浴の体験 

「介護の仕事は、介護を受けられる利用者様の立場に立つところから始まる」 

という基本的かつ重要な理念を伝えるべく、新たな取り組みとして 

介護を受ける側になる体験を取り入れました。 

介護する側と介護される側の両方を知ってもらい、介護についてより深く 

考えてもらうことを目的としています。 

これからの介護を担う若者達に私たちは期待しています。 

ここで皆様にちょっとしたクイズを出題。題して「認知所予防クイズ」！！ 

脳のトレーニングがてら楽しんでいってくださいね。 

 

※答えは９ページ 

問１. 

問2. 
３つの文字を組み合わせて一つの漢字にしましょう。 



８Pの答え→問１.卵 （かける） ５（ご）1/2（半分）で卵かけご飯  問２.砂 



■毎年この季節になると必ず耳にするワード「夏バテ」。 

■夏バテの原因！？疲労物質「乳酸」 
 夏になると冷たいアイスクリームやジュースが飲みたくなりますよね。 

 それに含まれる糖質（ブドウ糖）を代謝する為にビタミンB1が必要になります。 

 それが不足し代謝できなくなると疲労物質（乳酸）が溜まり夏バテを起こします。 

 ＊ビタミンＢ1を含む食べ物…うなぎ 豚肉 鯛 ブリ 大豆 玄米 法蓮草など 

 疲労物質を分解する栄養素としてクエン酸があります。 

 これは酸っぱい食べ物に含まれています。 

 ＊クエン酸を含む食べ物…梅干し レモン オレンジ グレープフルーツなど 

 ビタミンB1の吸収を助け、効果を持続させる栄養素としてアリシンがあげられます。 

 アリシンは熱に弱く水に溶けやすい性質があるので調理方法に注意しなければなりません。 

 ＊アリシンを含む食べ物…玉ねぎ ニラ 長ネギ にんにく等 

 

 ビタミンB1と同様に疲労回復効果がある栄養素がナイアシンです。 

 体内にナイアシンが不足すると、慢性的に疲労を感じ精神的に不安定になることがあります。 

 ＊ナイアシンを含む食べ物…豚レバー タラコ 鯵 鯖など 

 

■おまけ！！夏バテ予防にオススメのレシピ♪ 
 コレが最強！？誰でも作れる夏バテ対策超オススメご飯を紹介します！！ 

 ★豚しゃぶ梅ドレサラダ …豚肉のビタミンB1含有量は牛肉の8倍もあり、 

              玉ねぎも生で摂取できるのでアリシンを壊しません。 

              梅の酸味が食欲増進効果を発揮し、同時にクエン酸を摂取！！ 

 ☆レシピ…しゃぶしゃぶ用豚肉１５０ｇ(２人分) レタス２枚 ミニトマト２個 玉ねぎ１/２個 青シソ２枚 

    梅ダレ＜梅干し(ハチミツ漬け)１個 醤油大さじ１ みりん大さじ１ 酢大さじ１＞       

           

      ①.玉ねぎは薄くスライスし、レタスは一口大に手でちぎり水にさらして水気をきります。 

  ②.ミニトマトを1/4にカットし、青シソも細かく刻んでおきます。 

  ③梅ダレ→梅干しをすり潰し上記の調味料と合わせてドレッシングを作ります。 

  ④.鍋に湯を沸かし豚をさっと茹で、水気をきります。 

  ⑤.①④を皿に盛り付け②を乗せてドレッシングをかけたら出来上がり！！ 

  

～ 感 謝 ～ 
 
平成29年6月～7月になごみの里に来て下さったボランティアの皆様、ありがとうございます。 

 ・好古学園の皆様（園芸・習字・囲碁クラブ） ・花の店たんぽぽ様   

 ・北川様 ・河野敏通様 ・塩田允子様 ・中原様 ・安井真人様 ・楽の会様 ・一輪会様 

 ・網干高校生徒の皆様  ・日ノ本高校の生徒様  （順不同） 

季刊誌に掲載された写真は、当施設にデータ保存しております。プリントアウトをご希望の方は、

なごみの里事務受付へ直接お申し付け下さい。なお、ご本人・ご家族様以外への提供はできませ

んので、ご了承ください。 

＜編集発行＞ なごみの里 編集委員会 （井本・神谷・矢吹・山田・後藤・宮浦） 

TEL：079-274-7530  FAX：079-274-7531 

ホームページ：http://sachi-himeji.com/ 
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