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もえっこクラブしのろ より 

フルールハピネスはこだて
栄養士 

梅井 遥香

　　　　　　　　　　

自分で出来る事を自分でして
過ごす、その目標に向かってこ
れからもお手伝いをお願い致し
ますね。     
 

私は常に笑顔を絶やさない事利
用者様が話しやすい態度・姿勢・
表情を大事にしています。歩行練
習を行っていく中で、最初からうま
くいったわけではありませんが、奥
村様と共に様々な問題点を乗り

超えて今の現状へと進めた事に
やりがいを感じています。
今後ご本人様の夢に向かって、
日々、共に歩調を合わせ努力して
いきたいと思っています。現在、室
内での歩行練習のみですが、天
気が良い日には外で歩く事を目標
にリハビリをし、いつか奥村様と実
現出来たらと考えています。  
 

利用者様からパートナー職員へ パートナー職員から利用者様へ

パートナーシップ制度利用者様と
職員の心をつなぐ

いつも寄り添い、どんな小さな思いも叶えたい。

第81回 フルールハピネスとまこまい

「パートナーシップ制度」とは、職員が利用者様お一人おひとりの
専属パートナーになり、利用者様が抱えるお悩みやご要望を解決し、
真の想いや夢を引き出して実現に向け責任を持つ制度です。
利用者様と専属パートナーそれぞれに、普段は言えない
お互いに対する想いを語っていただいています。

利用者様

奥村 登志枝さま
専属パートナー

（パートナー歴 1年）
大河内 理奈
介護福祉士

大河内さんはあ歩きたいとい
う思いを聞いてくれ、その気持
ちを大切にしてくれたます。また
常に笑顔で自分と向き合ってく
れることです。、いつでも、どんな
時でも、笑顔で話し掛けてくれ
たり、デイサービス
に誘いに着てくだ
さったり、自分の
気持ちを明るくさ
せてくれる事が嬉
しいです。

通信通信

こんにちは
もえっこクラブしのろです新年度の生活にもだいぶ慣れ、あっという
間に春が過ぎ去りましたが、室内戸外に関係なく、子ども達は汗ばみ
ながらも日々色々な遊びを楽しんでいます。
【お家づくり】
雨で戸外に行けない時は室内の大型ブロックを使い、思い思いに家
づくり。もえっこちゃん達は「ここはこの色にしよう！もっと大きい家を
作ろう！」と言い、元気いっぱい遊んでいます。年下の子どもはそれを
見て、積極的に真似をして年上の子どもに近づきたいと思い、向上
心が芽生えています。年上の子どもも、年下の子どもに教えたり、お
世話をする事で自我が芽生えています。違う年齢の友達と仲良くす
る事で、友達の幅もひろがっています。
【お庭で遊んでみよう】
天気の良い時は、戸外遊び。友達とかけっこ大会！！保育士のヨーイド
ンという声掛けと共に元気いっぱい走り出す子供達。「早く走るよー」
「負けないよ」などと言いながら、一生懸命に走っています。転んでし
まうお友だちに手を差し伸べてくれるやさしい年上のお友達もいま
す。

また、つくしやタンポ
ポ、虫なども見つけ、
友達同士お話をしなが
ら観察をし、喜んで保
育士にも見せに来てく
れます。ここでも、異年
齢同士でコミュニケー
ションを取る中で、相手
に自分の思いを伝える事
や相手を思いやる心を身に付けています。
【パズル遊び】　
異年齢保育では、どうしても年上の子どもが年下の子どもに合わせ
がちになるので、同じ様な年齢の子ども同士の時間も大切に
しています。学校での出来事をお話したりしながら、色々なルールを
作って、パズルで遊んでいます。もえっこしのろでは、
どの年齢の子ども達でも楽しめるよう、さまざまな活動を工夫してい
ます。これから夏近づいてもくるので、健康に気を付けて、夏ならでは
の遊びも行っていきたいと思います！！

1.豚バラ肉に片栗粉を薄くまぶす。ニラと人参は
3cm程度にカットする。　2.沸騰したお湯で人
参、もやしの順番で茹で、ニラは10秒ほどさっと
茹でる。豚バラ肉も残り湯で火が通るまで茹で
る。　3.ザルにあげた野菜と肉をしっかり水切り
する。豚バラ肉は一口大にカットする。　4.最後
にポン酢とおろし生姜で和えたら完成。

材料（2人分）
30ｇ
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10ｇ

10ｇ

豚バラ肉

片栗粉

ニラ

もやし

10ｇ

12ｇ
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味ぽん

おろし生姜

　

仕上げにごま油を少量加えることにより、
風味が良くなるだけでなくニラに含まれる
β‐カロテンの吸収率が高まり、視力、粘
膜や皮膚の健康維持などへの効果が期
待できるのでおすすめです。

○ 今月のポイント!

完成

今回ご紹介するのは疲労回復に効果の高い豚肉とニラを使ったポン酢和え
です。豚肉はニラを組み合わせることで疲労回復効果の高いビタミンB1の吸
収率が高まります。またニラの独得な香り成分である硫化アリルには食欲を
アップさせる効果があり、胃液の分泌が活発になるので、消化吸収も良くなり
ます。新しい環境にようやく身体が慣れはじめたように思えるこの時期です
が、実は目には見えない疲れが溜まっているのかもしれません。何かもう一品
さっぱりしたものが欲しい…！なんて日におすすめの一品です。

豚肉とニラのポン酢和え

クッキング

配慮

YouTubeでも公開中
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（パートナー歴 1年）
大河内 理奈
介護福祉士

大河内さんはあ歩きたいとい
う思いを聞いてくれ、その気持
ちを大切にしてくれたます。また
常に笑顔で自分と向き合ってく
れることです。、いつでも、どんな
時でも、笑顔で話し掛けてくれ
たり、デイサービス
に誘いに着てくだ
さったり、自分の
気持ちを明るくさ
せてくれる事が嬉
しいです。

通信通信

こんにちは
もえっこクラブしのろです新年度の生活にもだいぶ慣れ、あっという
間に春が過ぎ去りましたが、室内戸外に関係なく、子ども達は汗ばみ
ながらも日々色々な遊びを楽しんでいます。
【お家づくり】
雨で戸外に行けない時は室内の大型ブロックを使い、思い思いに家
づくり。もえっこちゃん達は「ここはこの色にしよう！もっと大きい家を
作ろう！」と言い、元気いっぱい遊んでいます。年下の子どもはそれを
見て、積極的に真似をして年上の子どもに近づきたいと思い、向上
心が芽生えています。年上の子どもも、年下の子どもに教えたり、お
世話をする事で自我が芽生えています。違う年齢の友達と仲良くす
る事で、友達の幅もひろがっています。
【お庭で遊んでみよう】
天気の良い時は、戸外遊び。友達とかけっこ大会！！保育士のヨーイド
ンという声掛けと共に元気いっぱい走り出す子供達。「早く走るよー」
「負けないよ」などと言いながら、一生懸命に走っています。転んでし
まうお友だちに手を差し伸べてくれるやさしい年上のお友達もいま
す。

また、つくしやタンポ
ポ、虫なども見つけ、
友達同士お話をしなが
ら観察をし、喜んで保
育士にも見せに来てく
れます。ここでも、異年
齢同士でコミュニケー
ションを取る中で、相手
に自分の思いを伝える事
や相手を思いやる心を身に付けています。
【パズル遊び】　
異年齢保育では、どうしても年上の子どもが年下の子どもに合わせ
がちになるので、同じ様な年齢の子ども同士の時間も大切に
しています。学校での出来事をお話したりしながら、色々なルールを
作って、パズルで遊んでいます。もえっこしのろでは、
どの年齢の子ども達でも楽しめるよう、さまざまな活動を工夫してい
ます。これから夏近づいてもくるので、健康に気を付けて、夏ならでは
の遊びも行っていきたいと思います！！

1.豚バラ肉に片栗粉を薄くまぶす。ニラと人参は
3cm程度にカットする。　2.沸騰したお湯で人
参、もやしの順番で茹で、ニラは10秒ほどさっと
茹でる。豚バラ肉も残り湯で火が通るまで茹で
る。　3.ザルにあげた野菜と肉をしっかり水切り
する。豚バラ肉は一口大にカットする。　4.最後
にポン酢とおろし生姜で和えたら完成。

材料（2人分）
30ｇ

6ｇ

10ｇ

10ｇ

豚バラ肉

片栗粉

ニラ

もやし

10ｇ

12ｇ

0.4ｇ

人参

味ぽん

おろし生姜

　

仕上げにごま油を少量加えることにより、
風味が良くなるだけでなくニラに含まれる
β‐カロテンの吸収率が高まり、視力、粘
膜や皮膚の健康維持などへの効果が期
待できるのでおすすめです。

○ 今月のポイント!

完成

今回ご紹介するのは疲労回復に効果の高い豚肉とニラを使ったポン酢和え
です。豚肉はニラを組み合わせることで疲労回復効果の高いビタミンB1の吸
収率が高まります。またニラの独得な香り成分である硫化アリルには食欲を
アップさせる効果があり、胃液の分泌が活発になるので、消化吸収も良くなり
ます。新しい環境にようやく身体が慣れはじめたように思えるこの時期です
が、実は目には見えない疲れが溜まっているのかもしれません。何かもう一品
さっぱりしたものが欲しい…！なんて日におすすめの一品です。

豚肉とニラのポン酢和え

クッキング

配慮

YouTubeでも公開中
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利用者様とご家族様、

地域の皆さま

私たちがよりよい関係を築き

末長くつながれる事を願って。

MOEグループの取り組みや

利用者様のご様子を

お伝えいたします。
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事業所からの
取り組み報告

4月の


