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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

モエズトピックス

もえっこクラブ通信

CONNECTクッキング

利用者様と職員の心をつなぐ
パートナーシップ制度

うちの施設のNO.1 はこれ！

CONNECTフィットネス

ペチコさん
求人サイト「時給バイキング」

もえっこクラブたきかわ より 

疲労回復・健康効果に役に立つ
鶏肉の塩スープ煮

利用者様の脳年齢が若いNO.1利用者様の脳年齢が若いNO.1

暑い夏をのりきる!
夏バテ防止運動！
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施設からの
取組報告 7月

フルールハピネス 

しのろ
リハビリテーション課職員と行っている運動は「モエトレ」です。こちらは
タオルなど物を使った運動です。上体を横に倒すにも「い――ち、に―
―い、さ――ん」とゆっくりとした動きで行うので短時間でも十分な運
動ができます。終わった後は皆様「疲れたね～」と話し心地よい汗をか
いたようです。

モエトレのご様子

疲れたねー♪

ご見学などのお問い合わせは 011-776-3333  担当：高橋

いただきまーす!

皆様真剣です!

ご見学などのお問い合わせは 0138-27-3355  担当：伊勢谷 ご見学などのお問い合わせは 011-612-0310  担当：坂藤

ご見学などのお問い合わせは 0155-27-7575  担当：酒井

クリームあんみつ！

ご見学などのお問い合わせは 0125-26-5888  担当：宮本

全部食べて
いいの?

ご見学などのお問い合わせは 011-691-3888  担当：西田

ご見学などのお問い合わせは 0138-64-0022  担当：中村

動画配信で
お勉強

コミュニケーション
の場にも

フルールハピネス 

はこだて
5月に母の日、6月に父の日でしたね。当日は、お花やお洋服など、利用
者様へのプレゼントがたくさん届き、みなさんとても嬉しそうにしておりま
した。 施設からは、ささやかでありますが、いつもより少し豪華なランチ
を提供いたしました。生チラシ、茶わん蒸し、和菓子などのお膳を前に
「いただきまーす!」と、素敵な 笑顔を見ることができました。これからも
みなさんに喜んでいただけますよう頑張っていきたいと思います。 

母の日・父の日

グランジェMOE 

山の手
6月18日(土)に書道サークルが行われました。今回はコンクールがあると
先生よりご連絡があり参加される皆様は真剣な表情で作品づくりに取
り組んでいらっしゃいました。事前に練習し先生の添削をうけている方
もおられました。

絵手紙サークル

フルールハピネス 

ていね
利用者の皆様はそれぞれにうまく動かせない部位がありますが、個々
の身体状況に応じ無理なく運動を楽しめるリハビリ教室を実施してい
ます。車椅子体操教室は、座ってできる棒体操や風船バレー等で全身
の運動を行います。歩ける方は座ったまま足を上げ下げしたり、片足で
宙に数字を書いたり等して脚力の維持・向上を図っています。また、リ
ハビリ教室は利用者様同士の和やかな 場にもなっています。

リハビリ教室

フルールハピネス 

ななえ
今月より新たに「萌大学」という活動が増えました。こちらは札幌の施設
より講師の方が萌グループの各施設の利用者様にテレビ画面を通して
様々な内容の講義(道内の歴史 についてや合唱等)を行い、道内の萌
グループの利用者様と一緒に勉強をするという内容です。皆様、最初
は緊張をして合唱等にも消極的でしたが、最近は自ら大きな声で合唱
等に参加される方 も々増えてきております。又、萌大学の後は皆様が大
好きなカラオケ等を行い過ごされています。

萌大学

フルールハピネス 

はこだて
6月は、旧暦で水無月とも呼ばれますが、6月は1年のちょうど折り返しに
あたるため、この半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願
するなど昔から悪魔払いとして 意味合いがある小豆を使用した和菓
子を食べる風習があります。 今回は、小豆を使用したクリームあんみつ
の提供を栄養課の企画として行いました。 今後も、感染対策を実施し
ていく中でいろいろな制限がありますが、少しでも多くの 利用者様に四
季を感じていただき笑顔となれるような企画食を提供していきます!!

6月の企画食クリームあんみつの開催

フルールハピネス 

たきかわ
昼食時にケーキバイキングを行いました。いちごやチョコレートなど、4種
類のケーキをご用意し、職員が各テーブルにケーキを配りにまわると

「ケーキなんてめずらしい!!」「これ全部食べていいの?」と、皆さま目を輝
かせていました。「美味しい!!」「たくさん食べた!!」と、あっという間に完
食です。いつもの昼食の時間が少しだけ賑やかになりました。

ケーキバイキング

6月19日の父の日には感謝の気持ちを込め、一人一人の記念撮影を行いました。お花を持っての写真は「なんだか照れくさいな」「久しぶりの写真で緊張するな」
などと話されておりましたが、素敵な写真が撮れました。（グランジェMOE篠路）

MOEからのおしらせ 利用者の皆様と一緒に、施設の周りを散歩いたしました。線路沿いのほうへ降り、公園の周りをぐるっと回るというコースです。この日は風も穏やかでよく晴れていて、
気持ちよく歩くことができました。近隣のお宅で育てている草花を見たり、線路沿いに咲いている花や野草の名前を当てたりと、楽しいひと時となりました。（グループホーム 萌 えにわ）

MOEからのおしらせ
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ね。渡邊さん、これからもずっと、
よろしくお願いいたします。

畑中様は、ひ孫様のお話しをいつ
もしてくださるのですが、コロナ禍
で面会等の制限があり寂しい想い
をされている中で、少しでも身近な
存在として接する事ができてよ

かったなと感じます。またいつも「ど
うもどうも、ありがとさん！」と声をか
けてくださいます。その一言で、何
でも頑張れる気がして感謝してい
ます!!私が大切にしていることはい
つも元気に明るく声をかけること
と、いつもと違う様子がないか見
逃さないことです。
畑中様、これからもお元気でいてく
ださい。また楽しくお散歩しましょう
ね!!

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83回 フルールハピネスたきかわ

「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

畑中トミさま

パートナー歴 1年2ヶ月

渡邊  真紀
介護福祉士

渡邊さんはいつも顔を見に来
て、声をかけてくれます。そして
いつでも元気で明るいから、
お話しするとこっちも元気に
なれます。
一緒に短冊を書い
たり、楽しい思い
出が沢山ありま
す。また一緒にお
散 歩に連れて
行って欲しいです

この日のおやつは、ケーキバイキングということで、4種類のケーキを堪能していただきました。利用者様は「うまい！」「おいしい！」と笑顔で召し上がっておられました。
これからもおいしい食べ物を提供していきますのでお楽しみに！（フルールハピネス るもい）

MOEからのおしらせ

麻雀が大好きな利用者様1名、麻雀ができ
る利用者様1名、麻雀ができる職員1名で
時間を見ては「勝負するか！」と言って楽しん
でいます。「リーチ」と目をキラキラする利用
者様、「今日は負けた！」と悔しかがる利用者
様など表情が生き生きしていて見ている職
員も嬉しくなります。勝負が終わった後は、皆
さまで和気あいあいと和やかな雰囲気でお
話しています。
　

各施設が「うちの会社でNO.1だな」、「他の
施設にはまけていない！」と思っていることを
紹介させていただきます。今回は、グループ
ホーム エルムの里をご紹介いたします！

利用者様の脳年齢が若い

【グループホーム エルムの里】

健康麻雀を行うことで指を
動かし麻雀は相手の裏を
かき、先読みをする脳がフ
ル回転します。負けたり
勝ったりと活き活きしてい
る姿が見られます。

和気あ
いあい

と真剣
勝負！



モエズトピックス モエズトピックス

フルールハピネスおびひろ
栄養士 
八十嶋　園子

○ 今月のポイント!

日本では体調がすぐれないときにおかゆを食べる人も多いと思い
ますが中国をはじめ他の国では体調が悪い時に鶏肉のスープを
食べると良いと言われています。鶏肉のスープは滋養に富み食べ
ることで栄養と水分を同時に補給することができます。夏を迎え、
陽射は強く、暑い日が続き体力の消耗も激しいこの時期におすす
めの一品をご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鶏肉の塩スープ煮

配慮

YouTubeでも公開中

もえっこクラブたきかわ より 

通信通信

お鍋一つで作る場合には具材が混ざり合わないようにそれぞれ分けて一緒に煮てください
野菜やきのこ等を入れるとボリュームのあるスープに仕上げることができます。また、鶏肉の他に使う食
材よって塩スープではなく、お好みの味にしてみてはいかがでしょうか。

札幌本社1階には当
社キャラクター「ぺち
こ」さんのおおきな立
体フィギュアが飾って
あります。先日利用者
様が「撫でるといいこ
とがあるんだよー」と撫
でていらしたのをみて
ほっこりしました。

萌福祉サービスでは介護で働く人を応援す
るサイト「時給バイキング」を始めました！

こんなお悩みをお持ちの方は
ぜひ一度ご覧ください。

美味しいですよ

クッキング

MOE 時給バイキング

検 索

動画も見てね

　

80g
40g
40g
2枚
15g

200cc

鶏もも肉
じゃが芋
菜の花
スライス生麩
ラーメンスープ（塩）
お湯 

材料（2人分）

　　　　　　　　　　3

4

鶏肉、じゃが芋は一口大にカット、菜の花
は3～4等分にカットします。
鶏肉を沸騰した湯で軽く茹で冷水で冷ま
し、表面のアクや汚れを落とします。
200ccのお湯でラーメンスープの素を溶
かします。
鍋に水を注ぎじゃが芋を入れ沸騰寸前に
弱火にし、そこに鶏肉を加えます。
具材が柔らかくなったら③の調味スープ
を加え味を調整しゆっくりと煮ます。
別な鍋で菜の花・生麩を③のスープを注
ぎ弱火で加熱し煮ます。
お皿に鶏肉、じゃが芋、菜の花を盛りスー
プを注ぎ最後に生麩を飾り完成です。

1

2

5

6

 7

完成！

真剣です！

●「がんばり損」を感じる 
●もっと公平に評価されたい
●賃金が上がらない

今年も父の日には、男性利用者様をお招きし、萌サロンをオープンいたしました。まずは父の日限定の特別スイーツに舌鼓を打たれ、ゆったりとした時間を過ごしていただきました。
その後、希望者へ髭剃りや肩もみ、ハンドマッサージをさせていただきました。いつもより丁寧な髭剃りに皆さまうっとりとした顔をされていました。（はるにれ荘）

MOEからのおしらせ 久しぶりに青空が広がった日に「こんな日は外で美味しいものを食べたいね！」という利用者様のリクエストでベンチに座り皆さんと「あんみつ」をいただきました。
熱中症予防として麦わら帽子にバスタオルを掛け、あっという間に完食されていました。皆さま、北海道の夏を満喫されていました。（グループホーム エルムの里）

MOEからのおしらせ

作り方こんにちは！もえっこクラブたきかわです。
この暑さの中でも、もえっこ達は元気いっぱい成
長しています。「自我」の芽生え出した滝川のも
えっこ達、毎日毎日色んな体験をして、良い事は
勿論ですが、いけない事も沢山覚えました。
「いけない事」と知らない子供たちにとって、いけ
ない事程、魅力的に見え満面な笑みで誇らしげ
に「わるさ」をしています。いけない事も沢山経験
して、「何故いけないのか」を一つ一つ学んで行
けるよう接して行きたいと思います。こんな元気
いっぱいの「秘訣」をお教えしますね。昨年、職員
のお家の畑の苺を、ご厚意で沢山収穫させて頂

き冷凍保存をしておきました。暑さが増してきた
頃より暑さに負けないようにその「冷凍苺」を毎
日かき氷機でゴリゴリ・・・・とかいて熱中症予防
をしています。削れた苺が出てくると、子ども達の
目は釘付けです。そして、大きなお口で、美味しい
美味しいと食べています。苺の他には、トマトや
スイカも冷凍しています。
お母さんか毎日用意してくれている水分と共に、
子ども達が暑さに負けず元気でいられるための
「源」となっています。



夏になって気温が高くなり、夏バテをしてしまった…という方も多いのではないでしょうか。夏バテになる
原因の一つが、暑い屋外と冷房の効いた部屋との温度差による自律神経の乱れにあります。だるさを
感じたり、体温調節が上手くいかなくなったり、便秘になったりします。さらに、冷房の効いた部屋にいる
と血流が悪くなり、筋肉がこわばりやすくなってしまいます。そこでおすすめなのが、ストレッチを取り入れ
ることです。深い呼吸を繰り返しながらストレッチを行う事で全身の血流の流れが良くなり、自律神経が
整いやすくなります。しっかりとストレッチを行い、暑い夏をのりきりましょう！

運動の目的
夏バテをして縮こまった筋
肉のストレッチを行います。
ストレッチを行う事で筋肉を
ほぐす事ができ、深い呼吸
と合わせて行う事で自律神
経を整える事ができます。ま
た、筋肉が柔らかくなる事
で身体を柔軟に動かしや
すくなり、動かしやすい身体
を作る事ができます。

暑い夏を
のりきる!

フルールハピネスていね
リハビリテーション課

渡邊 さん

カン
タンです

ご見学などのお問い合わせは 011-691-3888  担当：西田

ベッド上にあぐらの姿勢で座ります。（膝が
痛い方はベッドから足を下して座っても構い
ません）両手を組み、頭の上に持っていき
伸びをします。呼吸を続けながら、90秒程そ
のままの姿勢を保ち、お腹を伸ばしましょう。

そのまま横に倒れ、体側を伸ばし
90秒程キープします。

肋骨ストレッチ
2.右側屈

肋骨ストレッチ
3.左側屈

90秒間
キープ

下半身捻り
ストレッチ
1. 開始肢位

仰向けの状態で両膝を立てます。手を身体の
横に楽に置きます。

両膝を左側、右側に倒して、身体を捻っていきます。
背中は浮かないようにしましょう。
深呼吸をしながら90秒間気持ちよく伸ばします。

下半身捻り
ストレッチ

下半身捻り
ストレッチ

2.左側 3.右側

90秒間
のばす

肋骨ストレッチ
1.開始肢位

両脚を揃えて仰向けで寝た状態から始めます。

ハムストリングスの
ストレッチ
1.開始肢位

足を上げて、膝を伸ばした状態で両手で
引っ張りましょう。この時上げていない方の
足は、出来るだけ伸ばしておきましょう。

ハムストリングスの
ストレッチ
2.右足

ハムストリングスの
ストレッチ
3.左足

出来るだけ
伸ばす



ね。渡邊さん、これからもずっと、
よろしくお願いいたします。

畑中様は、ひ孫様のお話しをいつ
もしてくださるのですが、コロナ禍
で面会等の制限があり寂しい想い
をされている中で、少しでも身近な
存在として接する事ができてよ

かったなと感じます。またいつも「ど
うもどうも、ありがとさん！」と声をか
けてくださいます。その一言で、何
でも頑張れる気がして感謝してい
ます!!私が大切にしていることはい
つも元気に明るく声をかけること
と、いつもと違う様子がないか見
逃さないことです。
畑中様、これからもお元気でいてく
ださい。また楽しくお散歩しましょう
ね!!

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83回 フルールハピネスたきかわ

「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

畑中トミさま

パートナー歴 1年2ヶ月

渡邊  真紀
介護福祉士

渡邊さんはいつも顔を見に来
て、声をかけてくれます。そして
いつでも元気で明るいから、
お話しするとこっちも元気に
なれます。
一緒に短冊を書い
たり、楽しい思い
出が沢山ありま
す。また一緒にお
散 歩に連れて
行って欲しいです

この日のおやつは、ケーキバイキングということで、4種類のケーキを堪能していただきました。利用者様は「うまい！」「おいしい！」と笑顔で召し上がっておられました。
これからもおいしい食べ物を提供していきますのでお楽しみに！（フルールハピネス るもい）

MOEからのおしらせ

麻雀が大好きな利用者様1名、麻雀ができ
る利用者様1名、麻雀ができる職員1名で
時間を見ては「勝負するか！」と言って楽しん
でいます。「リーチ」と目をキラキラする利用
者様、「今日は負けた！」と悔しかがる利用者
様など表情が生き生きしていて見ている職
員も嬉しくなります。勝負が終わった後は、皆
さまで和気あいあいと和やかな雰囲気でお
話しています。
　

各施設が「うちの会社でNO.1だな」、「他の
施設にはまけていない！」と思っていることを
紹介させていただきます。今回は、グループ
ホーム エルムの里をご紹介いたします！

利用者様の脳年齢が若い

【グループホーム エルムの里】

健康麻雀を行うことで指を
動かし麻雀は相手の裏を
かき、先読みをする脳がフ
ル回転します。負けたり
勝ったりと活き活きしてい
る姿が見られます。

和気あ
いあい

と真剣
勝負！



条件付
対面面会の
ご予約はこちら
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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

 
住宅型有料老人ホームフルールハピネスおたる TEL.0134-21-6100小樽市


