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MOEフリーマガジン May125

施設からの取組報告

　　　

うちの施設のNO.1はこれ！

サークルのご紹介

もえっこクラブ通信

腰痛持ち必見！

CONNECT フィットネス

パートナーシップ制度

萌大学修了式

UNIVERSITY
萌大学は、主に回想法の手法を用いて
脳の活性化を図り認知機能の低下を予
防する講義形式のプログラムです。参
加されている方は、コミュニケーショ
ンの輪を広げながら、今まで知らな
かった事を知り学んでおられます。

CONNECTクッキング
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施設からの
取組報告

令和4年度、萌大学の修了式を執り行いました。
一年間を通して萌大学にご出席いただいた利用者様の努力と
感謝の意を表し、出席単位数に応じた学位を認定し学位認定
証、単位習得証の贈呈を行います。賞状と記念品と一緒に記
念撮影をしました。来年度の学位認定にむけてまた皆様頑張っ
ていきましょうね！

萌大学修了式 

MOEからのおしらせ MOEからのおしらせ

ご見学などのお問い合わせは  TEL 011-776-3333  担当：高橋

施設内に利用者様にも手伝っていただき、ひな人形を飾りました。ひな祭り当日は行事食を頂き、レクリエーションの時に、ゲームやひな祭りの歌を歌ったり、顔はめパネルでお内裏様やお雛様に
変身して記念撮影をしたり、楽しいひとときを過ごしました。（フルールハピネスえにわ）

年度末である3月は利用者様の楽しみの一つとなっている萌大学の修了式を開催いたしました。萌大学開始当初は初めての活動ということもあり、参加される方が少ない日もありましたが、現在で
は毎回15名前後の利用者様が参加されています。今後も利用者様が日々楽しく参加していただけるように日々の関わりを大切にしていきたいと職員一同考えています。（フルールハピネスななえ）

フルールハピネス しのろ

デイサービスセンター はーとふる

今月のお誕生日の方が15名といつもより多くおりました。
皆さんの「ハッピーバースデー」の掛け声と歌でお祝いをさせて頂い
ております。
「あなたも３月生まれなの？」「私は先週お祝いしてもらったよ」なんて
声がホール内で飛び交っていましたね。皆さんおめでとうございます！

お誕生会

ご見学などのお問い合わせは  TEL 0164-49-5022  担当：齊藤

フルールハピネス おびひろ
今年度1年間萌大学に出席して真摯に取り組んでくださった
利用者様へ表彰を行いました。また、利用者様の出席状況に
応じて、学位号と記念品（バッジ）の授与を行い、式次第に沿っ
て学校長挨拶、修了証書授与、『仰げば尊し』斉唱、写真撮影
などが組み込まれていました。参加していただいた利用者様は
皆さま楽しそうに行事に参加されていました。

萌大学修了式

ご見学などのお問い合わせは  TEL 0155-27-7575  担当：酒井

グループホーム 萌
北海道の桜開花予想では5月頃、函館から順に北上しながら
桜が開花していきます。留萌においては5月下旬頃でしょうか。
それを待ちきれない利用者様と職員が一緒になって当施設内
に一足早く桜を咲かせてみました。利用者様は「きれいに出来
たね！」「本物みたい！」と大喜びで桜に見入っていました。

桜の作成

ご見学などのお問い合わせは  TEL 0164-49-2588  

上砂川町老人保健施設 成寿苑
萌大学修了式に向けて、会場案内板を飾るペーパーフラワー
の作成を利用者様にお手伝いいただきました。ふと見ると、ある
利用者様が頭にペーパーフラワーを飾っており、ついその可愛
らしい姿を撮影すると「私も～！」と何名かの利用者様が希望さ
れたので、急遽写真撮影会となってしまいましたが、皆さまとても
楽しそうで一足先に春が来たような、午後のひと時となりました。

ペーパーフラワー作り

ご見学などのお問い合わせは  TEL 0125-62-5610  担当：千種

フルールハピネス みなと
皆で飾ったお雛さまと甘酒に見立てたカルピス・甘味でひな祭
りが行われました。1年ぶりのお雛さまを見て、うちのはね～、娘
の小さい頃は～、とあちこちで思い出話が(^^)また、皆さまカル
ピスが大好きなようでおかわりの声が止まりません！甘酒は苦手
だからカルピスで嬉しいと仰る方が多く、これからはカルピスが
定番になったりして⁉

みなとのひな祭り

ご見学などのお問い合わせは  TEL 0138-41-0022  担当：吉田

フルールハピネス るもい
今回は、桃の節句にちなんで、ひな壇などを壁に飾り付けをして
頂きました。飾りつけの後は、恒例の記念撮影を行いましたが、
「はやくひな祭りこないかなー」と利用者様同士で話されており
ました。 

日常の様子

ご見学などのお問い合わせは  TEL 0164-49-2258  担当：鎌田
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新しいサークルが始動致しました。難しくない題材で挑戦して頂いております。とても上手に塗る方がおられるので皆さんのお手本になって頂きゆっくりおしゃべりをしながら少しずつすす
めています。（グランジェMOE山の手）

MOEからのおしらせ 3月3日は「ひな祭り」。今年もロビーに雛人形を飾りました。華やかな雛飾りを前に「綺麗なお雛様だ」「立派だね」と、見惚れている方や「昔は自宅に飾っていたなぁ」と、懐かしそうに眺めている方、「娘がね…」と
思い出話を聞かせてくださる方もいらっしゃいました。ひな祭り当日には、ひな壇の前で記念撮影を実施。皆さまの賑やかな声とともに、素敵な笑顔をたくさん見ることが出来ました。（フルールハピネスたきかわ）

MOEからのおしらせ

食堂テラスからの眺望食堂テラスからの眺望

新ひだか町立特別養護老人ホーム

蓬莱荘

新ひだか町特別養護老人ホーム 蓬莱荘
栄養課／栄養士

要害 友加里

春キャベツの
コールスローサラダ

配慮

YouTubeでも公開中

クッキング

動画も見てね

春になり、色々な春野菜がお店で見かけるようになってきました。その
中でも今回ご紹介するのは、春キャベツです。春キャベツは、葉が軟ら
かく、色が鮮やかな黄緑色で、水分量が多いためみずみずしいという
特徴があります。また、春キャベツには、カリウムも含まれており、体内
の余分な水分を排出してくれるため、むくみの解消や予防にも効果が
あるといわれています。そのほかにも止血作用のあるビタミンK・胃酸
の分泌を抑制するビタミンU・腸内環境を改善する食物繊維も含まれ
ています。アレンジ豊富なサラダを作ってみてはいかがでしょうか。

材料（2人分）

美味
しいですよ!

新ひだか町三石の高台に位置する蓬莱荘は食堂テラスからの眺めが素晴らしい施
設です。春がもっとも目に鮮やかで目の前一面に広がる海の青と、少し遅咲きの八
重桜の濃いピンク、そして緑がまぶしい草木のコントラストは絵に描いたような風景
です。毎年、手の届きそうな距離でお花見を楽しむことができ、利用者様の笑顔もあ
ちこちに咲きます。海の様子を眺め、季節を存分に感じられる素晴らしい環境です。

キャベツ

きゅうり　　　

ハム

人参

塩(野菜の下ごしらえ用)

コールスロードレッシング

フレンチドレッシング(白)

少々

8ｇ

8ｇ

40ｇ

20ｇ

20ｇ

8ｇ

1キャベツ、きゅうり、人参は、千切りにし、ハムは、

半分にカットした後、さらに５㎜幅の短冊状に

カットします。

2ドレッシング２種類を混ぜ合わせて置きます。　

3キャベツ・きゅうり・人参に塩を入れ、よくもみ５分

置く。

4水気を切りドレッシングで和えたら完成です。

作り方

塩でもみこむことで、食材がしっとりし食べやすくな
ります。ホールコーンやカニカマミニトマトなど、お
好みの食材を入れても美味しくいただけます。又今
回は、コールスローでしたが、同じ具材で、マヨネー
ズやお好みのドレッシングでも美味しくいただいて
みて下さい。

POINT 

活
動

私が担
当して

います

担当職員   片桐　修二

日曜日にカラオケサークルを行っ
ています。参加される利用者様は
とても楽しみにしておられ、午前中
から歌詞の載った本をじっくりと見
て「今日はどの歌を歌おうか？」「こ
の歌は毎回歌わなきゃ！」と選曲も
楽しんでおられます。私もそんな利
用者様と一緒に楽しんでおりま
す。
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春が近づくにつれて、少しずつ暖かくなってくるこの時期ですが、そんな今だからこそ気
をつけたいのが「腰痛」です。この時期は気温が高くなってくることで、体がよく動くよう
に思えますが、そんなときこそ要注意！体はまだ冬の寒さで硬くなったままなのです。これ
を知らずに体を動かすと、筋肉がついてこられず、腰痛を発症させたり、悪化させやすい
ようです。今回は慢性的な腰痛を改善するための簡単な体操をご紹介します。冬のあ
いだ凝り固まっていた骨盤を動かし気持ちよく外出しましょう。

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、どんな小さな想いも叶えたい。

第90回 フルールハピネスるもい

「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。

パートナー歴 4年

齊藤 恵美
介護福祉士

利用者様

寺沢 ミエ さま

冬のあいだ、寒さや雪かき等で
凝り固まった筋肉を、ストレッチ
を行う事でほぐすことができま
す。また、筋肉が柔らかくなる事
で体を柔軟に動かしやすくな
り、動かしやすい体を作る事が
できます。

① 骨盤の前後運動
骨盤の前傾と後傾の動作を繰
り返すことで、骨盤周辺の筋が
ほぐれ動かしやすくなる効果が
期待できます。
② 背中の伸張と筋力増強運動
背筋と骨盤周囲筋の筋力を増
強し骨盤を安定させることが期
待できます。
③ 腹筋運動
腹筋の筋力を増強し骨盤を安
定させることで腰痛予防が期
待できます。

利用者様にもお手伝いいただいてひな人形を飾りました。3月3日のお食事には可愛い和菓子もつき、「可哀そうで食べられないわ～。」との声も聞こえてきました。ひな人形を眺めつつ、
ご自身だったり、娘様やお孫様の思い出を聞かせてくれて、お雛様のような微笑みを見せていました。（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

目標回数５回×１セット

息を止めないように
行いましょう

C O N N E C T  フィットネス

骨盤の
前後運動

息を吐きながら５秒かけて骨盤を前方へ
起こしながら背筋を正していく。

顎を一緒に引きながら、骨盤を
前方に起こす。

息を吐きながら
5秒かけて

その1

背中の伸張と
筋力増強運動

顎を引き、息を吸いながら７～１０秒
背中で背もたれ（壁）を押し付ける。
その時両足を外に開く。

少し浅く椅子に座る。
背中を背もたれにつけず、
その際息を止めず、呼吸しながら行う。

タオルと脚を緩めて、息を吐きながら
ゆっくりと背中を丸めていく。

息を吐きながら
ゆっくりと背中を
丸めていく

その2

安定した椅子に座り実施する。
可能な際は壁を背もたれに
出来るように椅子を置く。

腹筋運動

その3

タオルは手で止める

両脚を１０秒上にあげる

腰痛持ち必見！グッバイ腰痛！

③パートナーとの関わりの中で、一番忘れられない
　出来事を教えてください。

●色々なことを手伝ってくれるので感謝しています。

④パートナーに今後、お願いしたいことを教えてください。

●迷惑かけたくないけど、困ったことがあったら
　相談するので、その時は頼みます。

⑤パートナーへひとこと

●これからも宜しくお願いします。  

もえっこクラブ
しのろより 通信通信

春の味覚を一足先に召し上がっていただこうと、「イチゴパフェ」を作ってみました。かわいらしいパフェを手に取り「美味しそう～！アイスクリームも入ってるの？嬉しいね～！！」と、楽しそうな
会話が聞こえてきます。今月もみなさんの素敵な笑顔を見ることができました。（フルールハピネスはこだて）

MOEからのおしらせ

①パートナーがいてくれてよかったと思う時はどんな時ですか？

●困った時に相談すると、解決してくれるのでありがたいです。  

①パートナーシップ制度があってよかったと思う時はどんな時ですか？

●パートナーの利用者様とのコミュニケーションで日々の変化に
　気付くことが出来、良い制度だと思います。  

②利用者様との関わりの中で、一番やりがいを感じたことはなんですか？

●笑顔で「ありがとうございます！」と、お言葉をかけて頂き
　とてもうれしく感じます。

③利用者様との関わりの中で、一番大切にしていることを教えてください。

●毎日安心して過ごせるよう、見守っていきたいと思います。  

⑤利用者様へひとこと、お言葉をお願いいたします。

●寺沢様は、104歳とご高齢ですが、独歩で身の回りのこともご自分で
　されています。これからも毎日元気に歩いて、健康で安心して過ごして
　頂ける様にお手伝いしていきたいと思います。  

④今後、パートナーシップ制度において、どのような取り組みを
　していきたいですか？

●ゆっくりと時間をかけお話しするのは難しいですが、関わる時間を増やし
　利用者様の思いを知れるようになりたいと思います。  

②パートナーに想いを叶えてもらったことで、最も嬉しかったことを教えてください。

●話をきちんと聞いてくれることがなにより嬉しいです。

こんにちは、もえっこクラブしのろです。
新年度がスタートし、新１年生になって学校が始まった子やクラス
替えをして新しいお友達が出来たりと、子ども達は、学校や新しい
クラスの話をしてくれています。通常登所している小さいお友達
も、歩く事がだいぶ上手になり、お散歩をしたり、室内遊びで元気
に過ごしています。

【フルーツバスケット】
長期休みや土曜日は、色々な年齢のお子さ
んの利用が多いので、集団遊びの一環とし
て、【みんなと一緒にできる楽しさを感じられ
るようにする。】【チャレンジしようとする気持ち
を引き出す。】【考えながら体を動かすことで
効率的な成長を促す。】というねらいを立て
て、ルールのある簡単なゲーム、“フルーツバスケット”を行いまし
た。最初に好きな果物の絵を選んで塗り絵を行いました。「ぶどう
だね、りんごもあるよ！！」と普段食べている果物の話をしながら、ク
レヨンで塗り、ペンダントを作りました。小さいお友達も、しっかりク
レヨンを持ち、塗る事が出来ています。その後は、ゲームのルール
を伝え、いざゲーム開始です！鬼役を決め、他の子は椅子に座り、

自分のペンダントのフルーツを言われたら座っている椅子から違う
椅子に移動します。最初はなかなか移動できなかったり、果物のイ
メージと名前が理解できずにいましたが、慣れてくると、「座れたよ」
「早く移動するんだよ」などお話しをし、同じ果物のチームで連帯
感を持ったり、年上の子が年下の子にルールを教えたりしながら、
一緒に楽しむ事が出来ていました。「次は何のフルーツになるのか
な？」と、ドキドキしながら待つ子供達の表情がかわいいです。ルー
ルも理解出来るようになり、体を動かすだけでなく頭を使って遊べ
るので、子ども達の発達に良い影響をもたらしてくれると思います。
今後も、戸外活動と室内活動のバランスを考えながら、子ども達
の新しい刺激となる事を考えて取り組んでいきたいと思います！

春が近づくにつれて、少しずつ暖かくなってくるこの時期ですが、そんな今だからこそ気
をつけたいのが「腰痛」です。この時期は気温が高くなってくることで、体がよく動くよう
に思えますが、そんなときこそ要注意！体はまだ冬の寒さで硬くなったままなのです。これ
を知らずに体を動かすと、筋肉がついてこられず、腰痛を発症させたり、悪化させやすい
ようです。今回は慢性的な腰痛を改善するための簡単な体操をご紹介します。冬のあ
いだ凝り固まっていた骨盤を動かし気持ちよく外出しましょう。

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、どんな小さな想いも叶えたい。

第90回 フルールハピネスるもい

「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。

パートナー歴 4年

齊藤 恵美
介護福祉士

利用者様

寺沢 ミエ さま

冬のあいだ、寒さや雪かき等で
凝り固まった筋肉を、ストレッチ
を行う事でほぐすことができま
す。また、筋肉が柔らかくなる事
で体を柔軟に動かしやすくな
り、動かしやすい体を作る事が
できます。

① 骨盤の前後運動
骨盤の前傾と後傾の動作を繰
り返すことで、骨盤周辺の筋が
ほぐれ動かしやすくなる効果が
期待できます。
② 背中の伸張と筋力増強運動
背筋と骨盤周囲筋の筋力を増
強し骨盤を安定させることが期
待できます。
③ 腹筋運動
腹筋の筋力を増強し骨盤を安
定させることで腰痛予防が期
待できます。

利用者様にもお手伝いいただいてひな人形を飾りました。3月3日のお食事には可愛い和菓子もつき、「可哀そうで食べられないわ～。」との声も聞こえてきました。ひな人形を眺めつつ、
ご自身だったり、娘様やお孫様の思い出を聞かせてくれて、お雛様のような微笑みを見せていました。（デイサービスセンター萌かみすながわ）
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に過ごしています。

【フルーツバスケット】
長期休みや土曜日は、色々な年齢のお子さ
んの利用が多いので、集団遊びの一環とし
て、【みんなと一緒にできる楽しさを感じられ
るようにする。】【チャレンジしようとする気持ち
を引き出す。】【考えながら体を動かすことで
効率的な成長を促す。】というねらいを立て
て、ルールのある簡単なゲーム、“フルーツバスケット”を行いまし
た。最初に好きな果物の絵を選んで塗り絵を行いました。「ぶどう
だね、りんごもあるよ！！」と普段食べている果物の話をしながら、ク
レヨンで塗り、ペンダントを作りました。小さいお友達も、しっかりク
レヨンを持ち、塗る事が出来ています。その後は、ゲームのルール
を伝え、いざゲーム開始です！鬼役を決め、他の子は椅子に座り、

自分のペンダントのフルーツを言われたら座っている椅子から違う
椅子に移動します。最初はなかなか移動できなかったり、果物のイ
メージと名前が理解できずにいましたが、慣れてくると、「座れたよ」
「早く移動するんだよ」などお話しをし、同じ果物のチームで連帯
感を持ったり、年上の子が年下の子にルールを教えたりしながら、
一緒に楽しむ事が出来ていました。「次は何のフルーツになるのか
な？」と、ドキドキしながら待つ子供達の表情がかわいいです。ルー
ルも理解出来るようになり、体を動かすだけでなく頭を使って遊べ
るので、子ども達の発達に良い影響をもたらしてくれると思います。
今後も、戸外活動と室内活動のバランスを考えながら、子ども達
の新しい刺激となる事を考えて取り組んでいきたいと思います！

春が近づくにつれて、少しずつ暖かくなってくるこの時期ですが、そんな今だからこそ気
をつけたいのが「腰痛」です。この時期は気温が高くなってくることで、体がよく動くよう
に思えますが、そんなときこそ要注意！体はまだ冬の寒さで硬くなったままなのです。これ
を知らずに体を動かすと、筋肉がついてこられず、腰痛を発症させたり、悪化させやすい
ようです。今回は慢性的な腰痛を改善するための簡単な体操をご紹介します。冬のあ
いだ凝り固まっていた骨盤を動かし気持ちよく外出しましょう。

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、どんな小さな想いも叶えたい。

第90回 フルールハピネスるもい

「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。

パートナー歴 4年

齊藤 恵美
介護福祉士

利用者様

寺沢 ミエ さま

冬のあいだ、寒さや雪かき等で
凝り固まった筋肉を、ストレッチ
を行う事でほぐすことができま
す。また、筋肉が柔らかくなる事
で体を柔軟に動かしやすくな
り、動かしやすい体を作る事が
できます。

① 骨盤の前後運動
骨盤の前傾と後傾の動作を繰
り返すことで、骨盤周辺の筋が
ほぐれ動かしやすくなる効果が
期待できます。
② 背中の伸張と筋力増強運動
背筋と骨盤周囲筋の筋力を増
強し骨盤を安定させることが期
待できます。
③ 腹筋運動
腹筋の筋力を増強し骨盤を安
定させることで腰痛予防が期
待できます。

利用者様にもお手伝いいただいてひな人形を飾りました。3月3日のお食事には可愛い和菓子もつき、「可哀そうで食べられないわ～。」との声も聞こえてきました。ひな人形を眺めつつ、
ご自身だったり、娘様やお孫様の思い出を聞かせてくれて、お雛様のような微笑みを見せていました。（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

目標回数５回×１セット

息を止めないように
行いましょう

C O N N E C T  フィットネス

骨盤の
前後運動

息を吐きながら５秒かけて骨盤を前方へ
起こしながら背筋を正していく。

顎を一緒に引きながら、骨盤を
前方に起こす。

息を吐きながら
5秒かけて

その1

背中の伸張と
筋力増強運動

顎を引き、息を吸いながら７～１０秒
背中で背もたれ（壁）を押し付ける。
その時両足を外に開く。

少し浅く椅子に座る。
背中を背もたれにつけず、
その際息を止めず、呼吸しながら行う。

タオルと脚を緩めて、息を吐きながら
ゆっくりと背中を丸めていく。

息を吐きながら
ゆっくりと背中を
丸めていく

その2

安定した椅子に座り実施する。
可能な際は壁を背もたれに
出来るように椅子を置く。

腹筋運動

その3

タオルは手で止める

両脚を１０秒上にあげる

腰痛持ち必見！グッバイ腰痛！

③パートナーとの関わりの中で、一番忘れられない
　出来事を教えてください。

●色々なことを手伝ってくれるので感謝しています。

④パートナーに今後、お願いしたいことを教えてください。

●迷惑かけたくないけど、困ったことがあったら
　相談するので、その時は頼みます。

⑤パートナーへひとこと

●これからも宜しくお願いします。  

もえっこクラブ
しのろより 通信通信

春の味覚を一足先に召し上がっていただこうと、「イチゴパフェ」を作ってみました。かわいらしいパフェを手に取り「美味しそう～！アイスクリームも入ってるの？嬉しいね～！！」と、楽しそうな
会話が聞こえてきます。今月もみなさんの素敵な笑顔を見ることができました。（フルールハピネスはこだて）

MOEからのおしらせ

①パートナーがいてくれてよかったと思う時はどんな時ですか？

●困った時に相談すると、解決してくれるのでありがたいです。  

①パートナーシップ制度があってよかったと思う時はどんな時ですか？

●パートナーの利用者様とのコミュニケーションで日々の変化に
　気付くことが出来、良い制度だと思います。  

②利用者様との関わりの中で、一番やりがいを感じたことはなんですか？

●笑顔で「ありがとうございます！」と、お言葉をかけて頂き
　とてもうれしく感じます。

③利用者様との関わりの中で、一番大切にしていることを教えてください。

●毎日安心して過ごせるよう、見守っていきたいと思います。  

⑤利用者様へひとこと、お言葉をお願いいたします。

●寺沢様は、104歳とご高齢ですが、独歩で身の回りのこともご自分で
　されています。これからも毎日元気に歩いて、健康で安心して過ごして
　頂ける様にお手伝いしていきたいと思います。  

④今後、パートナーシップ制度において、どのような取り組みを
　していきたいですか？

●ゆっくりと時間をかけお話しするのは難しいですが、関わる時間を増やし
　利用者様の思いを知れるようになりたいと思います。  

②パートナーに想いを叶えてもらったことで、最も嬉しかったことを教えてください。

●話をきちんと聞いてくれることがなにより嬉しいです。

こんにちは、もえっこクラブしのろです。
新年度がスタートし、新１年生になって学校が始まった子やクラス
替えをして新しいお友達が出来たりと、子ども達は、学校や新しい
クラスの話をしてくれています。通常登所している小さいお友達
も、歩く事がだいぶ上手になり、お散歩をしたり、室内遊びで元気
に過ごしています。

【フルーツバスケット】
長期休みや土曜日は、色々な年齢のお子さ
んの利用が多いので、集団遊びの一環とし
て、【みんなと一緒にできる楽しさを感じられ
るようにする。】【チャレンジしようとする気持ち
を引き出す。】【考えながら体を動かすことで
効率的な成長を促す。】というねらいを立て
て、ルールのある簡単なゲーム、“フルーツバスケット”を行いまし
た。最初に好きな果物の絵を選んで塗り絵を行いました。「ぶどう
だね、りんごもあるよ！！」と普段食べている果物の話をしながら、ク
レヨンで塗り、ペンダントを作りました。小さいお友達も、しっかりク
レヨンを持ち、塗る事が出来ています。その後は、ゲームのルール
を伝え、いざゲーム開始です！鬼役を決め、他の子は椅子に座り、

自分のペンダントのフルーツを言われたら座っている椅子から違う
椅子に移動します。最初はなかなか移動できなかったり、果物のイ
メージと名前が理解できずにいましたが、慣れてくると、「座れたよ」
「早く移動するんだよ」などお話しをし、同じ果物のチームで連帯
感を持ったり、年上の子が年下の子にルールを教えたりしながら、
一緒に楽しむ事が出来ていました。「次は何のフルーツになるのか
な？」と、ドキドキしながら待つ子供達の表情がかわいいです。ルー
ルも理解出来るようになり、体を動かすだけでなく頭を使って遊べ
るので、子ども達の発達に良い影響をもたらしてくれると思います。
今後も、戸外活動と室内活動のバランスを考えながら、子ども達
の新しい刺激となる事を考えて取り組んでいきたいと思います！
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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

MOEフリーマガジン May125

施設からの取組報告

　　　

うちの施設のNO.1はこれ！

サークルのご紹介

もえっこクラブ通信

腰痛持ち必見！

CONNECT フィットネス

パートナーシップ制度

萌大学修了式

UNIVERSITY
萌大学は、主に回想法の手法を用いて
脳の活性化を図り認知機能の低下を予
防する講義形式のプログラムです。参
加されている方は、コミュニケーショ
ンの輪を広げながら、今まで知らな
かった事を知り学んでおられます。

CONNECTクッキング


