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・第85回 グループホーム もえ～る・第85回 グループホーム もえ～る

・やさしい、ひざ裏のばし体操・やさしい、ひざ裏のばし体操
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簡単美味しい！秋の味簡単美味しい！秋の味

豊富な人材
レッドコードトレーナー
豊富な人材
レッドコードトレーナー

　写真：サービス付き高齢者向け賃貸住宅 グランジェMOE [ 山の手 ]
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手作りしていただきました。職員もお手伝いし、利用者様の思う七夕や夏といった季節
感を表現してもらいました。出来上がった行灯は各階のフロアーに展示し皆で観賞。
利用者様に季節感を感じていただけたと思います。

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。

介護課 (介護職員）
坂田 寿美代 リハ課（鍼灸師）              

原田 里奈            
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公式Twitter 公式WEBサイト

施設からの
取組報告 10月

フルールハピネス 
しのろ

8月の食の行事は「ジンギスカン」を行いました。この日はあいにくの雨
模様のためテントを張って炭焼きのジン ギスカンを焼きました。 焼きあ
がったお肉はお膳に盛り付けてフロアで召し上がって頂きましたが皆
様、モリモリ食べていました。来年 こそは青空の下でジンギスカンを食
べたいですね。

ジンギスカン企画

モリモリ食べて
くださいね！

ご見学などのお問い合わせは 011-776-3333  担当：高橋

とっても綺麗！

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

ご見学などのお問い合わせは 0125-26-5888  担当：宮本

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 0138-43-0033 担当：吉田 

嫁にプレゼント
したい

フルールハピネス 
はこだて

7月七夕祭りに伴い、ここフルールハピネスはこだてでは、利用者様と
一緒に灯籠を作りました。まずは灯籠に貼る絵を考えます。「ん～なに
がいいかな、お花にしようかしら？あなた花火？上手ね～！」など、絵の具
で描く方、折り紙で丁寧にちぎり絵にしている方、楽しそうに相談しな
がら真剣に作っています。みなさんが思い描く夏の絵はそれぞれ風情
があり、見ていると自然と笑顔になるような素敵なものでした。仕上がっ
た灯籠の写真はまた後日お見せしたいと思います。お楽しみに～！！

七夕灯籠作り

グランジェMOE 
山の手

今回は西区の協会展があるので出展するのに皆様、頑張って清書を2
枚提出するので真剣に取り組んでいました。 

書道サークル

フルールハピネス 
ていね

北海道では８月７日に行われる伝統的な行事「七夕」をモチーフに、利用
者様に行灯を手作りしていただきました。職員もお手伝いし、利用者様
の思う七夕や夏といった季節感を表現してもらいました。出来上がった
行灯は各階のフロアーに展示し皆で観賞。利用者様に季節感を感じて
いただけたと思います。

行灯の作製と観賞

フルールハピネス 
みなと

8/7が旧暦による七夕ということで、今月は皆の力を合わせ行灯を作成
いたしました。色とりどりの和紙をちぎっては貼りちぎっては貼りを繰り返
し、無事完成！真っ赤な金魚や天の川をイメージしたものなど、優しい風
合いでとっても可愛い行灯に♪ 灯りをともし楽しんだ後は夏祭りでも飾
られ、素敵な夏の思い出となりました(*^-^*)

日々 のサークル活動の様子 

フルールハピネス 
おびひろ

コロナ感染対策により行動制限をやむ得ずさせていただいている中
で利用者様に楽しみ、ほっこり笑顔になっていただける機会を少しでも
提供できるように今月の特別喫茶は「メロンクリームソーダ」を召し上
がっていただきました。「冷たくておいしいね～」「もっと食べたい！」など
と利用者様から喜びの声をたくさん聞くことができました。

８月の特別喫茶 
夏にぴったり メロンクリームソーダ

フルールハピネス 
たきかわ

利用者様に夏の味覚を楽しんでいただこうと、午後のおやつにスイカをご
提供させていただきました。「あら～！！スイカなんて珍しい～」「今年初めて
食べるわ～。嬉しい」と、皆さま。しっかりと冷やしたスイカに、「涼しくなった
気がするよ～」「甘くて美味しい」「暑い日でもスイカなら食べやすいね」
と、大変喜んでいただきました。

夏の味覚 ～スイカ～

8月24日に8月生まれの利用者様、3名をお招きしてお誕生会をいたしました。いちごクリームをサンドし、いちごのムースが乗った何ともおいしそうなケーキとお好みのお飲み物でお祝いです。
記念撮影もさせて頂き、「こんな年になってもお祝いしてもらえるなんて嬉しい！ありがとう！」と感激されていた利用者様もいらっしゃいました。（フルールハピネスたきかわ）

MOEからのおしらせ 毎朝お食事の前に歩行運動をされている利用者様がいらっしゃいます。少しでも足の力が弱らないようにとホールを何周か決めて回られたりお部屋で足に無理がかからない程度に回られたりと様々ですが皆さん工夫をされて
毎日頑張っておられます。調子がいい時はお部屋で2.3周回られた後ホールの方でも何周か歩かれた利用者もいらっしゃいました。皆様お元気に過ごされております。（フルールハピネスおびら）

MOEからのおしらせ

もっと
食べたい！

夏は
やっぱり
すいか！

夏の夜の
ひととき

ご見学などのお問い合わせは 0138-27-3355  担当：伊勢谷

皆様
真剣です！
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手作りしていただきました。職員もお手伝いし、利用者様の思う七夕や夏といった季節
感を表現してもらいました。出来上がった行灯は各階のフロアーに展示し皆で観賞。
利用者様に季節感を感じていただけたと思います。

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。

介護課 (介護職員）
坂田 寿美代 リハ課（鍼灸師）              

原田 里奈            

フルールハピネスしのろ
栄養士 

佐藤  由崇

芋と白菜のカレー煮

配慮

YouTubeでも公開中

もえっこクラブしのろ より 

通信通信

クッキング

動画も見てね

　

秋に旬になるジャガイモと白菜を使った料理を紹介します。

じゃがいもにはビタミンＣが含まれており、カルシウムや鉄の吸収を助け

てくれます。また、野菜に含まれるビタミンCは加熱調理によって失われや

すいものが多いのですが、ジャガイモの場合は失われる栄養が比較的少

ないため十分に摂取できます。白菜には先ほど紹介したビタミンＣ以外に

もビタミンＫや葉酸などの栄誉素がバランスよく含まれ、

風邪予防や骨折予防などに効果があります。

材料（2人分）

今年最後の夏の思い出として、花火大会を行いました。皆さま童心に戻られ、目をキラキラさせて手持ち花火を喜ばれていました。
最後は打ち上げ花火行いました。大きな音にびっくりする利用者様、歓声をあげる利用者様。来年もまた楽しみたいですね。（グループホームエルムの里）

MOEからのおしらせ 7月下旬から8月上旬にかけて、利用者様と一緒に七夕の灯籠を作成しました。一面一面、利用者様に折り紙を貼ってもらったり、習字で字を書いていただいたりして
合計3個の灯篭を作成しました。作成後は施設内に展示し皆さんに見てもらいました。利用者様も大変喜ばれていました。（フルールハピネスみなと）

MOEからのおしらせ

作り方

こんにちはもえっこクラブしのろです。
今年の夏も暑い日が続きましたが、皆元気に
公園やプール遊びをして過ごしていました。
最近は、トンボや秋の木の実を見つけ、喜ん
で秋の自然を観察しています。
【野菜スタンプ】
お弁当や給食に出てくる野菜を見て、名前を
話してみたり、野菜に興味が出てきている子
供たち。給食では、苦手だった野菜も口に入
れ、食べてみたらおいしい！と少しずつ食べら
れる姿も見られる様になってきていますが、ま
だまだ苦手な野菜が多く食べずに、手が止
まってしまうのも現実。そこで、、、
●野菜の形状や触った感触、野菜の実り方
などに興味を持つ。●野菜の断面のおもしろ
さを感じながらスタンプ遊びを楽しむ。●手先

の器用さを育む。
というねらいを立て、野菜の断面を生かしたス
タンプ遊びをしました。
最初に野菜に関する絵本を読み、子ども達に
本物の野菜を見せ、触れたり匂いを嗅いだり
しました。どのように実っているかわからないと
いう野菜もあり、皆で話しをしながら楽しく行
いました。野菜の断面も、「こんな感じなんだ
ね」「すごいね！」と観察をし、興味深々の様子
でした。観察のあとは、絵の具をつけてスタン
プ。思い思いに画用紙にスタンプをし、「オク
ラはお星さまみたい」「れんこんもおもしろい」
などと言いながら、喜んで行っていました。
野菜にどんどん興味を持ち、色々な味に慣れ
て食べていき、これらかも元気で大きくなって
いってほしいと思っています。

上手に
できま

した！

美味
しいですよ!

その1

その2

その3

その4

その5

ジャガイモ
白菜
豚ひき肉
人参
油
醤油
みりん

料理酒
砂糖
水
カレールウ
粉末だし
グリンピース

6g
3g

76cc
5g
1g
4g

70g
40g
30g
10g
2g
10g
10g

ジャガイモを乱切りにし、白菜を食べやすい大きさに切り、ニンジンを千切りにする。

切った野菜を油でいため、火が通り始めたらひき肉を入れて炒め続ける。

油を敷いたフライパンにキャベツ、ニンジン、インゲンを入れ、炒める。

火が通ったら水と調味料を入れる。

ジャガイモが柔らかくなったら火を止め、盛り付け、グリンピースを散らして完成。

旬の食材を使い、
これからの

風邪予防などに
役立てましょう。

MOE  時給バイキング 検索

働 き 方 を 自 分 で 選 べ る
介 護 求 人 サ イ ト 。

求人広告

子育て中のお母さん

隙間時間を生かしたいシニアの方

スキルを生かしたいブランクのある方

給与をアップさせたい方

萌福祉サービスの介護職求人サイト

「時給バイキング」はそれぞれにあった働き方が
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れる姿も見られる様になってきていますが、ま
だまだ苦手な野菜が多く食べずに、手が止
まってしまうのも現実。そこで、、、
●野菜の形状や触った感触、野菜の実り方
などに興味を持つ。●野菜の断面のおもしろ
さを感じながらスタンプ遊びを楽しむ。●手先

の器用さを育む。
というねらいを立て、野菜の断面を生かしたス
タンプ遊びをしました。
最初に野菜に関する絵本を読み、子ども達に
本物の野菜を見せ、触れたり匂いを嗅いだり
しました。どのように実っているかわからないと
いう野菜もあり、皆で話しをしながら楽しく行
いました。野菜の断面も、「こんな感じなんだ
ね」「すごいね！」と観察をし、興味深々の様子
でした。観察のあとは、絵の具をつけてスタン
プ。思い思いに画用紙にスタンプをし、「オク
ラはお星さまみたい」「れんこんもおもしろい」
などと言いながら、喜んで行っていました。
野菜にどんどん興味を持ち、色々な味に慣れ
て食べていき、これらかも元気で大きくなって
いってほしいと思っています。

上手に
できま

した！

美味
しいですよ!
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ジャガイモを乱切りにし、白菜を食べやすい大きさに切り、ニンジンを千切りにする。

切った野菜を油でいため、火が通り始めたらひき肉を入れて炒め続ける。

油を敷いたフライパンにキャベツ、ニンジン、インゲンを入れ、炒める。

火が通ったら水と調味料を入れる。

ジャガイモが柔らかくなったら火を止め、盛り付け、グリンピースを散らして完成。

旬の食材を使い、
これからの

風邪予防などに
役立てましょう。

MOE  時給バイキング 検索

働 き 方 を 自 分 で 選 べ る
介 護 求 人 サ イ ト 。

求人広告

子育て中のお母さん

隙間時間を生かしたいシニアの方

スキルを生かしたいブランクのある方

給与をアップさせたい方

萌福祉サービスの介護職求人サイト

「時給バイキング」はそれぞれにあった働き方が
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楽に感じる動作で効果的に筋力アッ
プできるトレーニングとして寝たきりに
ならないためのやさしいひざ裏のばし
体操を紹介します。今回のトレーニン
グでは、準備していただく道具がありま
す。直径15～20ｃｍ程度のビニール
ボールまたは、新聞紙を固く丸め、ガム
テープで覆ったものをご用意してくださ
い。道具が準備できましたら、実際に
やっていきましょう！！ひざ裏伸ばし体操
を継続して行うことで、足の筋力Upや
ひざ裏を伸ばすことで姿勢が良くなり、
転倒予防に加えて、腰やひざの痛み
の改善に効果があります。楽に感じら
れる動作で、筋肉に高い負荷をかけら
れることが特徴です。無理のない範囲
で行い、毎日継続して行いましょう。

運動の目的

ひざ裏に痛みがあると、ひざを
動かす範囲が狭くなりひどくな
ると膝関節が変形してひざ裏
が伸ばすなくなります。それに
伴って、全身の姿勢が悪くなる
と体を動かすことが困難になり
ます。今回、紹介する3つの体
操を行うことで、内転筋や太も
もの筋力UP、ひざまわりの動き
をよくする効果があります。

フルールハピネスおびひろ
リハビリテーション課

原　啓之 さん

日に手作りのバースデーカード
でお祝いしてくれたことです。こ
れからも一緒にお話など楽しい
時間を過ごしたいです。  
     

　利用者様と関わる時は利用者
が興味を持っていたり、好きなもの
の話を積極的にする様にしていま
す。私のパートナーの大和田様は
演歌がお好きですので、歌手の話

をよくします。　私が入社した当初
にコロナウィルスが流行してしまっ
たため現在実施することは難しい
のですが、一緒にお買い物など
行ってみたいです。
これからも元気でお過ごしくださ
い。これからもどうぞ宜しくお願い
致します。    
  

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85回 グループホーム もえ～る

「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

大和田 和子
パートナー歴 2年3ヵ月

北川  広勉
介護課

　北川さんは困ったときやお
話を聞いてほしい時に気軽に
話しかけられるので心強いで
す。好きな歌手のDVDを見な
がらお菓子を食べた時がうれ
しかったです。
北川さんにお誕生

地物野菜の美味しい季節なので、利用者様と軽い調理をして召し上がっていただいてます。ゆでとうきびを利用者様に楽しんでいただきました。甘みのあるとうきびにに、「甘～い！」「おいしいね～！」
と皆さま笑顔でかぶりついていらっしゃいました。（デイサービスセンター 萌 かみすながわ）

MOEからのおしらせ 当施設にある畑にて枝豆が収穫されたため試食会を行いました！まずは枝からさやを取っていただく作業からお手伝いいただきました。ご自分で処理した枝豆は美味しさも格別です。
「枝豆なんて久しぶり！」と喜んでいただけてこちらも嬉しい限りです。また、利用者様同士も出身地のお話で盛り上がり「実はご近所だったのか～(笑)」と新たな発見もあったようでした。（成寿苑）

MOEからのおしらせ

モエスタα篠路ではレッドコードを1回に利
用者様10名の定員で、日によっては3回
行っています。様々な疾患の利用者様に
対応できるようにレッドコードトレーナーを
2～3名ほど在中して、レッドコードのマン
ネリ化や利用者様の体をくまなく鍛え動
かすことができるのはここだけではないで
しょうか。スピードが速めなトレーナーや、
動きが複雑なトレーナーなどトレーナーに
よって長所と短所の違いが、様々な利用
者様に飽きさせず、楽しく体を動かせられ

ていると思います。レッドコードは40～50
分ほどのトレーニングを2回行うのですが、
それぞれレッドコードトレーナーも違うしメ
ニューも違います。
両方やりたい利用者様の声がありました
ので、疲労や痛みが出ない程度で座席が
空いていれば誰でもできるようになってい
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、ハイブリットリハビ
リスタジオモエスタα篠路をご紹介いたします！

豊富な人材レッドコードトレーナー

【モエスタα篠路】
ハイブリットリハビリスタジオ

▲ 椅子に浅く座りひじかけをしっかりとつかむ。

▲ 椅子に浅く座り、背筋はまっすぐのばす。

椅子に座り、両ひざの間に
ボールを挟みます。

内ももに力を入れてボールを
つぶすようにして5秒間保つ。

５秒間経ったら力を緩める。

椅子に座り、足元にボールを置く。
ボールの上に片方の足をのせる。

足裏を使ってボールを前に転がす。
ボールを転がす。

膝が伸びたところで、踵を突き出して
ひざ裏を伸ばす。

5秒間そのまま保つ。反対の足でも
同様に行う。

円を描くように

10～30秒間転がし続ける

両ひざはさみ

●内転筋を鍛える
●ひざ裏の改善
●体幹の強化
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無理なく続けられる !
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2～3名ほど在中して、レッドコードのマン
ネリ化や利用者様の体をくまなく鍛え動
かすことができるのはここだけではないで
しょうか。スピードが速めなトレーナーや、
動きが複雑なトレーナーなどトレーナーに
よって長所と短所の違いが、様々な利用
者様に飽きさせず、楽しく体を動かせられ

ていると思います。レッドコードは40～50
分ほどのトレーニングを2回行うのですが、
それぞれレッドコードトレーナーも違うしメ
ニューも違います。
両方やりたい利用者様の声がありました
ので、疲労や痛みが出ない程度で座席が
空いていれば誰でもできるようになってい
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、ハイブリットリハビ
リスタジオモエスタα篠路をご紹介いたします！

豊富な人材レッドコードトレーナー

【モエスタα篠路】
ハイブリットリハビリスタジオ

▲ 椅子に浅く座りひじかけをしっかりとつかむ。

▲ 椅子に浅く座り、背筋はまっすぐのばす。

椅子に座り、両ひざの間に
ボールを挟みます。

内ももに力を入れてボールを
つぶすようにして5秒間保つ。

５秒間経ったら力を緩める。

椅子に座り、足元にボールを置く。
ボールの上に片方の足をのせる。

足裏を使ってボールを前に転がす。
ボールを転がす。

膝が伸びたところで、踵を突き出して
ひざ裏を伸ばす。

5秒間そのまま保つ。反対の足でも
同様に行う。
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10～30秒間転がし続ける

両ひざはさみ

●内転筋を鍛える
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楽に感じる動作で効果的に筋力アッ
プできるトレーニングとして寝たきりに
ならないためのやさしいひざ裏のばし
体操を紹介します。今回のトレーニン
グでは、準備していただく道具がありま
す。直径15～20ｃｍ程度のビニール
ボールまたは、新聞紙を固く丸め、ガム
テープで覆ったものをご用意してくださ
い。道具が準備できましたら、実際に
やっていきましょう！！ひざ裏伸ばし体操
を継続して行うことで、足の筋力Upや
ひざ裏を伸ばすことで姿勢が良くなり、
転倒予防に加えて、腰やひざの痛み
の改善に効果があります。楽に感じら
れる動作で、筋肉に高い負荷をかけら
れることが特徴です。無理のない範囲
で行い、毎日継続して行いましょう。

運動の目的

ひざ裏に痛みがあると、ひざを
動かす範囲が狭くなりひどくな
ると膝関節が変形してひざ裏
が伸ばすなくなります。それに
伴って、全身の姿勢が悪くなる
と体を動かすことが困難になり
ます。今回、紹介する3つの体
操を行うことで、内転筋や太も
もの筋力UP、ひざまわりの動き
をよくする効果があります。

フルールハピネスおびひろ
リハビリテーション課

原　啓之 さん

日に手作りのバースデーカード
でお祝いしてくれたことです。こ
れからも一緒にお話など楽しい
時間を過ごしたいです。  
     

　利用者様と関わる時は利用者
が興味を持っていたり、好きなもの
の話を積極的にする様にしていま
す。私のパートナーの大和田様は
演歌がお好きですので、歌手の話

をよくします。　私が入社した当初
にコロナウィルスが流行してしまっ
たため現在実施することは難しい
のですが、一緒にお買い物など
行ってみたいです。
これからも元気でお過ごしくださ
い。これからもどうぞ宜しくお願い
致します。    
  

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85回 グループホーム もえ～る

「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

大和田 和子
パートナー歴 2年3ヵ月

北川  広勉
介護課

　北川さんは困ったときやお
話を聞いてほしい時に気軽に
話しかけられるので心強いで
す。好きな歌手のDVDを見な
がらお菓子を食べた時がうれ
しかったです。
北川さんにお誕生

地物野菜の美味しい季節なので、利用者様と軽い調理をして召し上がっていただいてます。ゆでとうきびを利用者様に楽しんでいただきました。甘みのあるとうきびにに、「甘～い！」「おいしいね～！」
と皆さま笑顔でかぶりついていらっしゃいました。（デイサービスセンター 萌 かみすながわ）

MOEからのおしらせ 当施設にある畑にて枝豆が収穫されたため試食会を行いました！まずは枝からさやを取っていただく作業からお手伝いいただきました。ご自分で処理した枝豆は美味しさも格別です。
「枝豆なんて久しぶり！」と喜んでいただけてこちらも嬉しい限りです。また、利用者様同士も出身地のお話で盛り上がり「実はご近所だったのか～(笑)」と新たな発見もあったようでした。（成寿苑）
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MOEフリーマガジン October118

空 高 く。

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
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施設からの取組報告

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！
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・ハイブリットリハビリスタジオ モエスタα篠路・ハイブリットリハビリスタジオ モエスタα篠路

簡単美味しい！秋の味簡単美味しい！秋の味

豊富な人材
レッドコードトレーナー
豊富な人材
レッドコードトレーナー

　写真：サービス付き高齢者向け賃貸住宅 グランジェMOE [ 山の手 ]


