
お花見散歩 2021 年 3 月 29 日

マスクの中のニッコリ笑顔が
透けて見える午後

暖かな陽気に誘われてお花見散歩
にでかけました。今津公園は花盛り。
コロナ禍でしばらく外出は制限され
ていましたが、やっぱり青空最高！

ゆっくりと背筋を伸ばし
てお喋りしながらの束の
間の時間。

女ですもん♥ ジェンダー差別なんて言わないで (*^^*)

『いつも綺麗でいたいねん』2021 年 4 月 9 日

みつるぎ美容室開店︕地域のカットのお店
『ヘアカラースタジオ
　ミニティー』さんの
美容師さんに来ていた
だいて二人の美人さん
が出来上がり︕桜ばか
りでなく、ここにも春
が来ました。おキレイ
ですね～の言葉にます
ます笑顔は輝
きます (*^^*)
さぁ次はいつ
かな︖︖
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『口も動けば手も動く︕』2021 年 5 月 1 日

春の午後はみつるぎ女子会☆ベテラン女子たち
はお喋りばかりではありません。手もせっせと
動かして…さすが︕「洗濯もんぎょうさんある
なぁ。畳んどいたらええの︖どう分けるん︖」
いつも手伝ってくださる方、そして普段はご自

分の空間でのんびり過ごされている利用者さんまで引き
込まれ‥これぞ女子力︕参りました m(__)m

おふたりとも
ショートカットが
とってもお似合い
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←こちらはみつるぎ桜

２０２１年６月吉日発行
2021年　春～初夏号

みつるぎだよりみつるぎだより【第３号】

W さんのお泊りになっていた部
屋は職員がご自宅からお借りした
写真が明るい窓際に飾られ、みつ
るぎのリビングと同じように季節
の壁面装飾がなされていました。
この日、ご出棺を待つ間には、一

緒に過ごした利用者皆さんがお別
れに来られ、妹さま方や姪御さん

と職員を交え、在りし日の W さんの様子を偲びました。
地域で老いて地域

で最期を迎える‥
何かしら簡単なよ

うでとても難しいことかもしれません。お一人おひとりの
生き方にはそれぞれの思いや事情があることでしょう。望
む逝き方で生涯を閉じられた事、立ち会える機会を与え
てくださった事にご逝去を悼む気持ちと共に、感謝の念
が溢れています。合掌。

終の時をみつるぎで

詳しくはこちらから

▶普段や介護の生活から 「それ、 あるある！！」 を
公益社団法人全国有料老人ホーム協会の 過去の

  シルバー川柳入賞作品を引用してご紹介します！！

介護
あるある！ 

● ばあさんの 手づくりマスク 息できず 
● 円満の 秘訣ソーシャル ディスタンス 
● 要請を される前から 日々休み
● 耳鳴りも ピーシーアールと 音がする
● 武勇伝 俺の話は 無観客

そ
れ
、

あ
る
あ
る

ご本人の願い通りこの日未明みつるぎの里のベッドで。
4月 27 日 　享年 88 歳

『認知症と向き合う』2021 年３月 29 日
つなげ隊コーディネート、南部包括支援センターのサポートで「区民

で支えよう認知症」のDVDを利用したスタッフ勉強会を開催しました。
DVD 講師は済生会野江病院脳神経内科河野隆一先生。3 つの認知症

について、主な症状やそれぞれの違いをわかりやすく解説された内容
は、介護職員にとっても認知症への認識を新たにできる勉強会となり
ました。この日は管理者、職員など 7 名の参加、シフトの都合で、職
員一同が並んで受講することは困難ですが、DVD の貸し出しもしてい
ただけるということで職員だけでなく地域皆でまた、考え気づくチャ
ンスになることでしょう。 熱心にメモをとる三宅介護職員

室内レクリエーション☆色々いろいろ
壁面飾りも制作レク︕

季節を感じて、この日は紫
陽花。職員、利用者さん総
出で楽しみます。グラデー
ションの花びらは雨にしっ
とり濡れた様。ほらカタツ
ムリも。そして雨だれは‥
ショパンの響き︖笑

６月のカレンダーのモ
チーフは枇杷。わぁ‥
むっちゃ美味しそう︕

この日は、みつるぎ卓球大会！
みんな負けず嫌いで必死のパッチ (・・;)
コロナ禍中、屋内でできる運動でちょっと一汗。
あれ︖ラケットうちわちゃうのん‥って︖︕
これもミツルギ式。熱くなったらあおいで冷
まして～！さ、次の対戦まで、さぁ特訓だ‼

こちらはほんの一部。
みつるぎの日常にはレクを超えた
愉しいこといっぱい。



利用者さまそれぞれの生き方や
感情は日々たくさんの

学びを与えてくださっています。
私たちはご利用者皆さまや

地域のご高齢者に
「ありがとう」と感謝できることを

真の喜びと感じ、
寄り添い続けたいと望んでいます。

チーム☆みつるぎ︕チーム☆みつるぎ︕
好きな言葉は 『一笑懸命』。

介護職についたきっかけは、 小

学生の時にお世話している人を

見て。 そして大好きなおじいちゃ

んのお世話を最後までやりたい。

もっともっと利用者様を笑顔、

元気にさせたいでーす！！

利用者さんの笑顔が私の元気

の源。 「第 2 の自宅」 と言っ

てもらえるような快適な環境

を目指して仕事をしています。

利用者さんやスタッフと毎日沢

山お話して笑って楽しくお仕事

をさせて頂いています。 時間が

あれば何か作っているので、 何

か必要なものがあれば言って下

さい！誕生日ケーキも作ります！

好きな言葉は一期一会。 いつ

も、 利用者の皆さんには沢山

の笑顔と元気を頂いてます。

ここに来られる方々は、 食欲

旺盛な方が多く私も楽しみな

がら調理をさせて貰ってます。

彌重 卓志☆管理者

みつるぎの里が地域の人たちにとっ

て財産になるようにこれからも自分

のできることを最大限にやっていこ

うと思っています。

皆さま、 よろしくお願いします。

好きな言葉

「昨日の自分より今日の自分、

今日の自分より明日の自分。」

コロナが落ち着いたら皆で合

奏、 合唱をやりたいです。

みつるぎの里は明るく楽しく

優しいスタッフばかりです。

利用者さんとも仲良くいつも

楽しく楽しく過ごしています。

みつるぎファミリーになってく

れるのを待ってます。

前は保育士をやってて介護という

仕事ができるか不安がありました

が、 おじいちゃん おばあちゃん

たちがすごく愛らしくて元気をも

らって楽しく仕事をさしてもらっ

てます！これからも頑張ります！

優しいスタッフと美味しい手

作り料理やおやつに何時も感

動しています。

もっともっと皆様のこと、 地

域のことを知り、 同じ時間を

共にしていきたいです。

好きな言葉は 「カロリー 0、

糖質 OFF」 です。

はじめまして！

私の好きな食べ物は、 餃子です。

利用者様が生活していく中で感

じる、 ふとした不安や悩みに気

づき、 一緒に考えていくお手伝

いができればと思っています (^^)

博田裕美子☆介護スタッフ

○介護職についたきっかけ

　　「祖母の影響」

○今後やりたいこと

　　「海外旅行」

○好きな言葉　

　　「人生はかけ算！」

どうぞよろしくお願いします

介護職についたきっかけは、

働きがいのある仕事だと思っ

たからです。 これから経験を

積んで介護福祉士になりたい

です。

介護の現場は毎日毎日新しい

気づきがあり、 利用者様もス

タッフも楽しく過ごしています。

小規模多機能ならではの 1 人

1 人に寄り添った看護、 介護

を目指します。


