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条件付防護服面会
現状の感染状況を考慮し、条件付きでは
ございますが令和4年7月1日より対面
での面会を再開させていただきます

施設からの取組報告
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うちの施設のNO.1 はこれ！
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2 0 2 2よさこいソーラン
企画食 ケーキバイキング

もえっこクラブおびひろ より 

さつま芋の甘みがやさしい
具沢山お味噌汁

フルールハピネスとまこまい
「絶やさぬ笑顔のフロント職員」

椅子に座ってできる
肩こり予防体操



当施設ではレクリエーションの一環として、春にな
ると毎年利用者様と一緒に、マリーゴールドを育
てています。何色が咲くかな～と、みなさん楽しそ
うにお水をあげていました。他には、ボールや風船
を使ったゲーム、施設のお庭を散歩し季節の花を
見つけ、折り紙で作ってみたりしています。密にな
らぬよう少人数でのレクリエーションを考え、これ
からも楽しく過ごしていただきたいと思います。

フルールハピネス

はこだて
レクリエーション

施設では現在、コロナウイルス感染対策のため、
外出の制限を行っております。そのような中でも桜
の季節を感じて頂くため、オンラインでのお花見鑑
賞会を実施しました。大きなモニターに映し出され
たのは、全国桜の名所をドローンで撮影したもの。
「ここは昔旅行で行った事があるな～」と懐かしむ
方もいらっしゃいました。また今回は夜桜の名所も
見て頂き、多くの歓声が上がりました。来年こそは
お花見に行けますように！

フルールハピネス

ていね
施設内でのお花見 

街路樹の緑も濃くなり吹く風も心地よく絶好のお
散歩日和です。施設敷地内ではありますが、芝桜
も咲いており皆様の目を楽しませていました！
お天気が良い日はお散歩に行きます。順次お誘
いしますので外の空気をたくさん取り込みリフレッ
シュしましょうね！

フルールハピネス

しのろ
お散歩はじまりました！ 

M O E  G R O U P

マリーゴールドを
育てています。

外の空気を
取り込み
リフレッシュ

ここは昔旅行で
行った事が
あるな～

■ お問い合せは… 0138-27-3355  担当：伊勢谷

栄養課の企画として開催されました、スィーツバイ
キング。4種類のケーキから好きなケーキをお選び
いただき、お好みのドリンク片手に楽しい午後のひ
とときを過ごしていただきました。甘い物を食べる
と笑顔いっぱいになる利用者様。感染対策の為、
いろいろな制限がある中、少しでも多くの利用者
様が笑顔となれるように今後も感染対策を実行し
た上で企画します！！

フルールハピネス

おびひろ
スィーツバイキング開催

■ お問い合せは… 0155-27-7575  担当：酒井

5/20に行われたお茶会では、新緑のようなきれい
な色のお抹茶と羊羹を、「やっぱりお抹茶にはこの
苦みがなくちゃね！」「緑色がきれいで癒される」
「若いころに参加したお茶会楽しかったな♫」、甘
党の方は「お抹茶と羊羹の組み合わせは最高！」
「羊羹もっと食べたい！」とわいわいお話しされなが
ら、楽しく頂いておられました(^^) 

フルールハピネス

みなと
初夏のお茶会

■ お問い合せは… 0138-43-0033  担当：吉田

■ お問い合せは… 011-691-3888  担当：西田

■ お問い合せは… 011-776-3333  担当：高橋

施設からの
取組報告 6月

公式Twitter 公式WEBサイト

甘い物を食べると
笑顔がいっぱい!

緑色がきれいで
癒される!

現在MOEグループでは、函館地域にてパートの介護職員を大募集しています！資格・経験不問、週一から勤務することができます。個人の生活に合わせた働き方を                 選択できます！応募ダイヤル】070-4796-5424まずは気軽にお問い合わせください！MOEからのおしらせ
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栄養課の企画として開催されました、スィーツバイキング。4種類のケーキから好きな
ケーキをお選びいただき、お好みのドリンク片手に楽しい午後のひとときを過ごしてい
ただきました。甘い物を食べると笑顔いっぱいになる利用者様。感染対策の為、いろい
ろな制限がある中、少しでも多くの利用者様が笑顔となれるように今後も感染対策を実
行した上で企画します！！

新入職員のご紹介

当施設に新入職員が入職いたしました。
業務に慣れるまで、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、よろしくお願いい
たします。何かございましたらお気軽にお申し付け下さい。

サークル・カルチャーのご案内

・カードゲームサークル（毎週水曜日）　
・健康体操サークル（毎週月～金曜日）
・書道サークル（第1金・土曜日）
・カラオケサークル（毎週土曜日） 
・TVゲームサークル（第1・3日曜日） 
・映画サークル（毎週日曜日）
・玉入れサークル（毎週月・木曜日） 

相談課
橋場　毅弘

介護課
茂木　茉奈美

介護課
坂口　亜衣
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ろな制限がある中、少しでも多くの利用者様が笑顔となれるように今後も感染対策を実
行した上で企画します！！

新入職員のご紹介

当施設に新入職員が入職いたしました。
業務に慣れるまで、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、よろしくお願いい
たします。何かございましたらお気軽にお申し付け下さい。

サークル・カルチャーのご案内

・カードゲームサークル（毎週水曜日）　
・健康体操サークル（毎週月～金曜日）
・書道サークル（第1金・土曜日）
・カラオケサークル（毎週土曜日） 
・TVゲームサークル（第1・3日曜日） 
・映画サークル（毎週日曜日）
・玉入れサークル（毎週月・木曜日） 

相談課
橋場　毅弘

介護課
茂木　茉奈美

介護課
坂口　亜衣
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○ 今月のポイント!

「味噌は医者いらず」といわれる程、栄養価の高い発酵食品。健
康にも美容にも役立つ食材です。優れた抗酸化作用があり、良質
なたんぱく質や豊富な栄養素で体の調子を整えてくれる日本の
スーパーフードです。さつま芋や豚肉などを加えて具沢山にするこ
とでボリューム満点で、おかずの一品にもなり、野菜やお肉の栄養
も手軽に摂取することが出来ます。紹介した具材以外に、残り野
菜を使用でき冷蔵庫一掃にもなります。

さつま芋の甘みがやさしい
具沢山お味噌汁

クッキング

配慮

YouTubeでも公開中

もえっこクラブおびひろ より 

通信通信

天候不順が続く帯広ですが、天気の良い日は散歩や畑仕事、肌寒
い日や雨の日は室内で作品づくりに励んでいる子どもの様子をお
届けします!
〇畑仕事
施設職員の優しい指導を受けながら、今年はジャガイモやキュウリ
を植えました。土の穴の中に一つずつジャガイモの種芋を入れて、
スコップで丁寧に土をかけていく作業や、仕上げの水やりに「楽し
い～！」と何度も喜んでいました。畑仕事が終わった後は、使った軍
手を自分で手洗いしたり、長靴の泥もキレイにふき取りました。これ
はもえっこクラブで取り入れている、モンテッソーリ教育～子どもの
自立する力を引き出すためでもあります。散歩の時は畑の様子を
見に行き、植物が育っていく喜びを感じています。
〇戸外での様子
フルールハピネスおびひろから、ほんの少し歩いた所に、素敵な公
園や遊歩道があります。遊具で体を思い切り動かして遊んだ後は、
バギーに乗って遊歩道を散策します。たくさんの小鳥たちの鳴き声
や、小川のせせらぎの音が聞こえて、とても心地良い時間です。
小さい子どもは気持ちが良くてウトウトしてしまう姿が見られます。

〇手形遊び
絵の具で色画用紙に手
形をつけて、カエルを表
現しました。絵の具のヌル
ヌルした感触に、小さい
子どもは「うわ～」と嫌
がっていましたが、出来上
がりにとても満足した子
ども達です。
出来上がった作品は、フルールハピネスおびひろの各階に貼らせ
てもらい、利用者の皆様から「か
わいいね～」とお褒めの言葉を
かけて頂きました。コロナが終息
した時には、子ども達と一緒に
施設内に貼りに行き、利用者様
との交流が一日でも早く出来る
ことを願っています。

3

4

さつま芋は乱切り、ごぼうはささがきにしてそれ
ぞれ水にさらしておく人参はイチョウ切り・豆腐
はサイコロカット・椎茸は薄切り、ネギは小口切り
にする。
鍋に分量の水・だしを入れ、さつま芋・ごぼう・人参
を入れ火にかける。
沸騰したら豚肉をほぐしながら加え、アクをとり
椎茸を入れる。
具材に火が通ったら豆腐を加え、火を止めて味噌
を溶き、沸騰直前まで温める
器に注ぎ、ネギをのせる

2

5

★

★

★

萌福祉サービスは最近Instagramも始めました。MOEのあれこれを発信しておりますので是非フォローお願いいたします！   Instagramにて#(ハッシュタグ)萌福祉と 検索ください。MOEからのおしらせ

さつま芋は皮から5㎜付近に食物繊維等の栄養素が詰まっていま
す。皮ごとつかうのがおすすめです！
豚肉は炒め油を使うと摂取カロリーがアップしてしまうので、沸騰した
だし汁で煮てアク抜きするのがおススメ。又、しゃぶしゃぶ用の肉を
使用するとかたくならず食べやすいです。豚肉を鶏肉にしたり、肉団
子やすり身を使用しても美味しいです。
味噌汁を沸騰させると、風味が損なわれ舌ざわりも悪くなります。また、
味噌に含まれる乳酸菌や酵素、栄養も失われてしまうので、具材が
煮えてから加え、味噌をいれたあとは煮立てないことがポイントです。

YOSAKOIソーラン祭り2022 にて今年も
MOEグループがサポートしている藍＆MOE
ホールディングスが出場されました！みなさんの
熱い踊りに今年も夢中になりました。

北海道教育大学札幌校の学生と、教育大を有する札幌
市北区あいの里周辺地域の面々で構成される、
YOSAKOIソーランチームです。

「藍 & MOEホールディングス」……

MOEグループではより一層
食の喜び、誰かと一緒に食べ
る楽しさを感じてもらうため、全
施設でちょっととくべつなごは
ん、企画食を開催しています。
前月はケーキバイキングを開
催し、４種類のケーキに皆様
おもわず笑顔がこぼれてい
らっしゃいました。
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完成！
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味噌汁を沸騰させると、風味が損なわれ舌ざわりも悪くなります。また、
味噌に含まれる乳酸菌や酵素、栄養も失われてしまうので、具材が
煮えてから加え、味噌をいれたあとは煮立てないことがポイントです。

YOSAKOIソーラン祭り2022 にて今年も
MOEグループがサポートしている藍＆MOE
ホールディングスが出場されました！みなさんの
熱い踊りに今年も夢中になりました。

北海道教育大学札幌校の学生と、教育大を有する札幌
市北区あいの里周辺地域の面々で構成される、
YOSAKOIソーランチームです。

「藍 & MOEホールディングス」……

MOEグループではより一層
食の喜び、誰かと一緒に食べ
る楽しさを感じてもらうため、全
施設でちょっととくべつなごは
ん、企画食を開催しています。
前月はケーキバイキングを開
催し、４種類のケーキに皆様
おもわず笑顔がこぼれてい
らっしゃいました。
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栄養課の企画として開催されました、スィーツバイキング。4種類のケーキから好きな
ケーキをお選びいただき、お好みのドリンク片手に楽しい午後のひとときを過ごしてい
ただきました。甘い物を食べると笑顔いっぱいになる利用者様。感染対策の為、いろい
ろな制限がある中、少しでも多くの利用者様が笑顔となれるように今後も感染対策を実
行した上で企画します！！

新入職員のご紹介

当施設に新入職員が入職いたしました。
業務に慣れるまで、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、よろしくお願いい
たします。何かございましたらお気軽にお申し付け下さい。

サークル・カルチャーのご案内

・カードゲームサークル（毎週水曜日）　
・健康体操サークル（毎週月～金曜日）
・書道サークル（第1金・土曜日）
・カラオケサークル（毎週土曜日） 
・TVゲームサークル（第1・3日曜日） 
・映画サークル（毎週日曜日）
・玉入れサークル（毎週月・木曜日） 

相談課
橋場　毅弘

介護課
茂木　茉奈美

介護課
坂口　亜衣

美味しいですよ

完成！
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こんにちは！多くの日本人が悩みを抱える、身近な不調「肩こり」。皆さんも悩んでいませんか？
一説には日本人の3人に2人が肩こりに悩んでいると言われています。
肩こりの原因は「無理な姿勢」「眼精疲労」「運動不足」等様々ですが、肩周辺の筋肉を動かして
血流を促すことで症状の軽減が期待できます。今回は、椅子に座ってできる肩こり予防体操をご
紹介したいと思います。道具も必要ないので、思い立った時に気軽に行ってみてください。

運動の目的
肩こりの予防と解消。肩こ
りは肩周辺の姿勢やバラ
ンスが崩れによって起こり
ます。日常生活の悪い姿勢
が続いたり誤った動きが繰
り返されることで筋肉がうま
く働かなくなったりと従来の
働きを失ってしまいます。肩
の姿勢とバランスを正し、
筋肉をうまく使えるようにす
ることが肩こりの予防改善
には大切です。

フロント業務だけでなく、時には利用者様の案内や食事の配膳する

介護職員、利用者様の相談を聞く相談員など多岐に渡り活躍する

スーパー職員だと、どの職員が見ても納得できる活躍ぶりです。新し

く入った新人の職員と一緒、いつでも心のこもった笑顔と思いやり

のある対応でフルールハピネスとまこまいを支えてくれています。当

施設の顔でもあるフロント職員は、利用者様、ご家族様の接遇・対

応はご指名が入るほどの人気ぶり。安心して話の出来る雰囲気や

いつでも心地よい笑顔の対応をしてくれています。

今月は…【フルールハピネスとまこまい】
カン
タン
です。

うちの施設のNO.1はこれ！

「絶やさぬ笑顔のフロント職員」

萌福祉サービスでは条件付き対面面会を実施しています。いま世界はマスクの義務化廃止の方向に向かっていますが、高齢の方の感染リスクがなくなったわけではありません。　　      命を守る対策を遵守しつつ、皆様の大切な時間を奪わないよう努めています。MOEからのおしらせ

フルールハピネスとまこまい   ■お問い合せは…0144-84-1212  担当：佐野

「肩の上げ下げ」
肩をすくめるように肩を持ち上げます。3秒
ほど筋を収縮させたら脱力をして肩を下ろ
します。この動作を5回ほど繰り返します。
呼吸は肩を上げるときに吸って、脱力する
ときに「フ～ッ」と吐くようにします。

A

「肩まわし」
肩甲骨が動くように大きく回します。前まわ
し、うしろまわしをそれぞれ5回程度ずつ行
います。余裕があれば手の親指を肩口に置
き、曲げた肘で空中に大きく円を描くよう行
うとさらに肩甲骨の動きがよくなります。

B

「首たおし」
左右に首を倒します。気持ちの良い角度で数
秒間伸ばし続けます。伸び感を強めたいとき
は、手で補助するように首を倒すとさらにス
トレッチ効果が高くなります。

C

「脇腹伸ばし」
手を頭の後ろ側で組み、身体を真横へ倒しま
す。上になっている方の肘を高くするように
身体を倒し、そのまま30秒程度伸ばし続けま
す。

D

「背伸び」
両腕を横へ広げ、胸を開くようにして背伸び
をします。気持ち良い時間背伸びをしたあと
に、腕を下ろして脱力します。数回繰り返し
ます。

E

椅子に座って
できる!

フルールハピネスしのろ ■ お問い合せは… 011-776-3333  担当：高橋

笑顔は絶対
絶やしません！

フルールハピネスしのろ
リハビリテーション課

畑中 鮎美 さん
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ほど筋を収縮させたら脱力をして肩を下ろ
します。この動作を5回ほど繰り返します。
呼吸は肩を上げるときに吸って、脱力する
ときに「フ～ッ」と吐くようにします。

A

「肩まわし」
肩甲骨が動くように大きく回します。前まわ
し、うしろまわしをそれぞれ5回程度ずつ行
います。余裕があれば手の親指を肩口に置
き、曲げた肘で空中に大きく円を描くよう行
うとさらに肩甲骨の動きがよくなります。

B

「首たおし」
左右に首を倒します。気持ちの良い角度で数
秒間伸ばし続けます。伸び感を強めたいとき
は、手で補助するように首を倒すとさらにス
トレッチ効果が高くなります。

C

「脇腹伸ばし」
手を頭の後ろ側で組み、身体を真横へ倒しま
す。上になっている方の肘を高くするように
身体を倒し、そのまま30秒程度伸ばし続けま
す。

D

「背伸び」
両腕を横へ広げ、胸を開くようにして背伸び
をします。気持ち良い時間背伸びをしたあと
に、腕を下ろして脱力します。数回繰り返し
ます。

E

椅子に座って
できる!

フルールハピネスしのろ ■ お問い合せは… 011-776-3333  担当：高橋

笑顔は絶対
絶やしません！

フルールハピネスしのろ
リハビリテーション課

畑中 鮎美 さん
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条件付
対面面会の
ご予約はこちら
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い つ も お そ ば に 。

115

条件付防護服面会
現状の感染状況を考慮し、条件付きでは
ございますが令和4年7月1日より対面
での面会を再開させていただきます

施設からの取組報告

モエズトピックス

もえっこクラブ通信

CONNECTクッキング

うちの施設のNO.1 はこれ！

CONNECTフィットネス

2 0 2 2よさこいソーラン
企画食 ケーキバイキング

もえっこクラブおびひろ より 

さつま芋の甘みがやさしい
具沢山お味噌汁

フルールハピネスとまこまい
「絶やさぬ笑顔のフロント職員」

椅子に座ってできる
肩こり予防体操


