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第27回福島県養護軽費老人ホーム・ケアハウス
連絡協議会輪投げ大会 ２連覇達成

10月2日、喜多方市で第27回福島県養護軽費老人ホーム連絡協議会輪投げ大会が開催され、「釆女の
里やすらぎチーム」が優勝し、見事2連覇を果たしました。毎日休まず練習を続けた選手の頑張りと、応援
団の力のこもった応援により通算5度目の栄誉に輝きました。
この輪投げ大会は、福島県内の養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスが参加して毎年開催して
います。輪投げは、高齢者のスポーツとして協議会独自のルールで行っており、技術的、精神的、戦略的
に多くのスキルを要求される競技となっています。優勝という最高の達成感を味わい、またそれを目標とし
て技術を磨き、チームワークを強くしていくことが、生き甲斐にもつながっています。
利用者様が、目標を持ち、安心して充実した生活を送っていただけるよう、法人組織一致団結して努力
してまいります。今後とも指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

軽費老人ホーム（Ａ型)采女の里やすらぎ

TEL：０２４−９６１−２３９９/FAX：０２４−９６１−２３９７

特別養護老人ホームうねめの里

TEL：０２４−９６１−８６３３/FAX：０２４−９６１−７８９９

うねめの里デイサービスえみふる

TEL：０２４−９６２−７８２０/FAX：０２４−９６２−７８２１

居宅介護支援事業所うねめの里介護保険センター TEL：０２４−９６１−２７９５/ＦＡＸ：０２４−９６２−７８２１
地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ TEL：０２４−９５３−３２８５/FAX：０２４−９５３−３２８６
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特別養護老人ホームうねめの里

敬老会

文化祭

9月15日

10月24日〜11月2日
「うねメェ〜ちゃん人形」

うねめの里敬老会式典では、喜寿、米寿の入居者様には表彰状と記念品
を、古希、傘寿、卒寿、そして最高齢の入居者様には記念品をお贈りしまし
た。今年も、記念品は担当職員が心をこめて描いた絵手紙をフォトフレーム
に入れてお渡ししました。式典の後のアトラクションでは、家族会様がご用意
下さった30Ｋｇの立派なマグロの解体ショーが行われました。入居者様は迫
力満点の解体ショーを目の前でご覧になり、会場は大いに盛り上がりました。
お昼には刺身定食を召し上がられました。家族会様、ご協賛ありがとうござ
いました。午後は、ウエストハーモニーの皆さんが、コーラスとピアノ、バイオ
リンの演奏で入居者様を楽しませて下さいました。

片平小学校交流会

家族会 10月24日

家族会の皆様にお越しいただき、午前には施設内外
の窓ガラス磨きや洗濯物たたみ等をしていただきました。
環境整備後は、おにぎりを握って芋煮会の準備をしてい
ただき、昼食に入居者様と一緒に豚汁とおにぎりを召し
上がりました。午後には場所を移動し、マイナンバーの
取扱いの説明と新しくなった看取り指針についての説明
を行いました。その後、ひろさか内科クリニックの廣坂院
長に、うねめの里における看取りの現状について事例
をもとに講演をしていただきました。

福祉QC発表大会

10月24日から「うねめの里文化祭」が開
催され、グループ作品と個人作品どちら
も素晴らしい作品が揃いました。10月31
日まで投票が行われ、11月2日に表彰式
を行いました。グループ金賞は、四季の
路・たいようグループ合同作品『うねめの
里ゆるきゃら「うねメェ〜ちゃん」人形』、
個人金賞は、こもれびグループ入居者様
作品『デッサン』となりました。

11月5日

片平小学校の5年生のうねめの里訪問がありました。
ボーリング、風船バレー等様々なメニューのレクリエーショ
ンを考えて、入居者様を喜ばせるために準備してきてくれ
ました。1階 と2階に分かれて歌とリコーダーの発表後、交
流を深めました。その後会議室に移動し、福祉用具（リフ
ト・マッスルスーツ等）についての説明を受け実際に体験し、
介護について理解を深めました。

秋の茶会

11月10日

9月25日

今年度もうねめの里では、福祉QC活動福
島県大会に参加して参りました。今年度は、
選抜された食事チームが県大会に挑みまし
た。食事チームは、水分不足による脱水症状
予防のための水分補給の強化に取組み、そ
の活動をまとめ発表し、「敢闘賞」をいただき
ました。今後も入居者様の心地よい暮らしの
実現に向け、努力を続けて参ります。

うねめの里の秋の茶会を開催致しました。今年も、裏千家淡交会郡山
支部の熊田先生はじめ三名の先生方にお越しいただき、御園棚で美味
しいお茶を点てていただきました。今年も担当職員が和服に身を包み、
入居者様お一人お一人に和菓子とお抹茶をお運びし、甘い生菓子に渋
い抹茶、そして日本文化を堪能していただきました。
今年も地元大藤屋さんに生菓子を作っていただき、「都菊」と「移ろい」と
言う二種類を用意いたしました。裏千家の先生方と地域の皆様に支えら
れ、今年も心あたたまるお茶会となりました。
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地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ

敬老会

家族会

９月１５日

９月１５日敬老会が開催されました。式典では喜寿、
米寿、卒寿、最高齢の皆さまに表彰状と職員が心を込
めて手作りした盾をお贈りさせていただきました。式
典後には生田流宮城社桐音会様による、お琴の演奏が
ありました。童謡の演奏もあり、入居者様も一緒に
なって声を合わせて歌われていました。
お昼には家族会様から新鮮なまぐろのお刺身の御膳
とお祝いのお酒が振る舞われ、入居者様は御家族様と
ご一緒に召し上がられました。

子ども交流会

１０月２４日

御家族様にお出でいただき、家族会を催しまし
た。午前中はご提供いただいたウエスや新聞紙、
ワイパーを使い施設内外のガラス磨きを行いまし
た。綺麗にしていただきありがとうございます。
お昼は環境整備のあとに握っていただいたおに
ぎりと豚汁を召し上がっていただきました。午後
からはマイナンバー制度と新しい看取り指針につ
いてのご説明、また、嘱託医のひろさか内科クリ
ニックの廣坂院長による健康講座が開かれました。

暮らしの様子

１０月２３日

チャイルドハウスうねめ保育園の３歳から６歳の園児
１４名との交流会がありました。園児たちによる歌とよさ
こい踊りの元気な披露のほか、入居者様と園児たちで
一緒に行った紅白玉入れは大変盛り上がりました。
入居者様代表の御礼の
言葉とともにお菓子を贈り、
記念撮影をしました。子ど
もたちからたくさんの元気
をもらい、とても楽しいひと
ときを過ごされました。

♪民謡クラブ

クリスマス準備

行事食

書道

お琴教室始めました
只今、はるひめでは、地域交流室「橘」にて、毎週火曜日
夕方から、お琴のお稽古教室を開催いたしております。
どなたさまでも大歓迎です。ぜひお問い合わせ下さい。

不在者投票

１１月１０日

うねめの里はるひめは不在者投票の
指定施設となっております。投票所へ
行って投票を行うことが難しい入居者様
が不在者投票を行うことができます。
先の福島県議会議員選挙では、はるひ
めでは初の不在者投票が行われました。
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軽費老人ホーム采女の里やすらぎ
敬老会

秋の日帰り旅行

９月１７日

昼食を兼ねての敬老会が行われました。稲穂会様の民謡に
祝膳、記念品等と盛りだくさんで入居者の皆さんに楽しんで
頂きました。

健康ウォーキング

９月２４日

午前中に善宝池の周りをぐるりと一周の散歩。
秋の穏やかな日を気持ち良く過ごしました。

片平幼稚園児交流会

１０月２２日

天気も良く、スカイラインはとても紅葉がきれ
いで皆さん楽しまれていました。美味しい食事
と温泉に大満足の旅行でした。

レク・芋煮会

１０月８日

霧雨のため、残念ながら芋煮会は食堂内となりましたが、片平地
区の方と楽しく体を動かし、美味しいおにぎりと豚汁を食べて交流
を深めました。

入居者懇談会

１０月２６日

１１月５日

年少組（りす組）の皆さん
と交流会が行われました。
ペアで手遊びをしたり、手
作りのパッチンカエルで
ピョーンと飛ぶところを入
居者の皆様のそばで見せ
てくれたり、とっても楽しい
ひと時を過ごしました。

入居者の方々と施設職員と懇談会を
行いました。

健康教室

１０月２９日

慰問

郡山市役所 地域包括ケア推進課 塩田 雪先生を
講師に招き、健康教室を行いました。筋力トレーニング
などを教えていただきました。

ふくしま四人会様

ありがとうございました
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うねめの里デイサービスえみふる
９月１５日

大きい！

午前中は、うねめの里合同のまぐろの解体ショーで
した。真栄総業の調理師スタッフの方がさばいた、
３０キロのまぐろを、お昼に召し上がりました。今年
は米寿の方３名、傘寿の方２名、喜寿の方２名のお
祝いをいたしました。

♪

１０月
開成山公園バラ園

9月
大安場史跡公園

９月は、昨年好評でした大安場史跡公園に行きました。椿
の実の笛や拓本を、スタッフの皆さまに教えていただきなが
ら体験しました。バラ園外出は天候もよく、様々な種類のバ
ラを鑑賞し、バラの香りも楽しみました。

♪
１１月１７日

１０月２８日

秋といえば「芋煮会」です。えみふるでも、皆さんで豚
汁とおにぎりをつくりました。皆さま、とても手際よく、
分担しておりました。男性の方もおにぎり握りに参加。
豚汁の味付けもばっちりでお昼に美味しく召し上がり
ました。

山菜栗おこわや鮭のちらし
モンブランケーキ等、秋の
味覚が詰まったメニュー
でした。さつまいもの甘露
煮が人気でした。

職人さんによる、そば打ちを
見学しました。そばを切る作
業の体験もし、美味しい新そ
ばをお昼に召し上がりました。

健康教室
１０月２１・２２・２３日

「低栄養予防について」

９月１１日

選手宣誓！！

毎年恒例の秋の運動会。今年の種目は、ポイポイゲーム、
はやく！はやく！、プリン運び競争でした。新競技盛りだく
さんで、応援側も大変盛り上がっておりました。日頃の運動
の成果が発揮できたかと思います。

今回は、講師に（株）明治様を招き、元気に過ごすため
の食事の摂り方、手軽に栄養不足を補うポイントなど、
低栄養を予防するお話がありました。また、栄養補助食
品や脱水予防の飲み物の試飲もありました。参
加人数は３９名。熱心にペンをとられる方や、積
極的な質問もあり、有意義な時間となりました。
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施設見学＋職場体験ツアー案内
「うねめの里」「はるひめ」では、見学だ
けでなく実際に介護の仕事を体験する
事が出来ます。
体験時間は9：30〜16：00の内、3時間
以上6時間未満。ご希望に応じて1日
から3日間まで体験することが可能で
す。
※体験は事前予約が必要になります。
参加希望の方はお気軽にお電話くだ
さい。学生の方は、郡山駅まで送迎し
ます。
ＴＥＬ：024-961-8633
担当：田中・逵(つち)

御
★ボランティア

★ご寄付・寄贈

・和田トヨ子様
・片平地区ボランティア様
・皆川龍旺様
・橋本倉義様
・佐久間亨様
・寺田宏様
・吉田桂子様
・石川桂子様
・野口由美子様
・大木康子様
・大越智枝子様
・井上美恵子様
・在宅訪問マッサージ様
・大原久枝様
・大内紀男様
・武藤久美子様
・喜古徳子様

うねめの里介護保険センター
所長 山川 綾子

70歳以上の高齢者に支給されていた温泉券ですが、以前は要支
援や要介護認定を受けた人はもらえませんでした。しかし、今年から
高齢者健康長寿サポート事業ということで、70歳以上の高齢者であ
れば、介護認定を受けていても利用券がもらえるようになりました。
また、この券は、温泉で使えるだけでなく、はり・きゅう・マッサージの
施術料や、バスやタクシーでも使える共通利用券になり、とても便利
になりました。申請しないともらえないので、温泉やタクシーなど利用
する事がある方は、是非申請してください。
健康長寿課
窓口は各行政センター、市役所健康長寿課
となります。ご不明な点があれば、いつでも
お気軽にご相談ください。

認知症サポーター講座

礼
・(株)ニラク美術館通り店様
・紺野睦子様(車イス)
・鈴木秀夫様

★慰問
・オカリナボランティア様
・ももの会様
・ふくしま四人会様
・遊遊クラブ様
・郡山カナリヤ会様
・郡山吹奏楽団様
・裏千家教授者
熊田宗順様 他2名
・稲穂会様

皆様の温かいご支援、
ありがとうございます。

寒い冬こそ感染症に注意！
看護師 遠藤 浩子
冬に免疫力が低下している高齢者の方に
とって最も注意しなければいけないのがイン
フルエンザやノロウイルスです。
インフルエンザ流行のピークは1月〜2月が多
く、ノロウイルスは11月〜2月に多くなります。
インフルエンザ予防の基本は、
○手洗い（マスクも有効です）
ノロウイルスは
○食べ物に気を付ける
○手洗い
免疫力の低下も感染の原因になります。睡
眠をとり毎食きちんと食事をとりましょう。

<風邪を予防する食事>
栄養士 滝浦 美奈

11月13日に地域密着型特別養護
老人ホームうねめの里はるひめの
地域交流室で、職員向け認知症サ
ポーター講座を開催しました。認知
症キャラバンメイトの山川（うねめの
里介護保険センター所長）が講師を
務めました。終了後、認知症サ
ポーターの証である「オレンジリン
グ」が手渡され、これで法人職員44
名が認知症サポーターとなりました。
今後も随時開催していく予定です。

☆たんぱく質・・・体力をアップします。
魚類、肉類、卵、大豆製品、乳製品などに
多く含まれています。
☆ビタミンC・・・免疫力を高めます。
ブロッコリー、キャベツ、じゃが芋、さつま芋、
柿などに多く含まれています。味噌汁や
スープ、鍋物にするのがおすすめです。
☆ビタミンA・・・のどや鼻の粘膜を健康に保
ちます。
人参、ほうれん草、かぼちゃ、小松菜など
に多く含まれています。ビタミンAは油と一緒
にとることで吸収が良くなります。
☆食物繊維・・・腸内環境を整え,免疫力を
高めます。
野菜類、きのこ類、海藻類、豆類、果物
などに多く含まれています。
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編集後記
先日、私も認知症サポーター
の一員になりました。認知症サ
ポーターとは、認知症を正しく理
解し、偏見を持たず、認知症の
人や家族を暖かく見守る「応援
者」です。オレンジリングはその
証です。みんなで認知症を正し
く理解し、認知症の人を地域で
支える社会になってほしいです。
(石田)

