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お花見

お花見

 おやつレクです！ 月に１回、おやつのレクレーシ

ョンを行っています。

　５月は、パンケーキにあんこを挟んだどら焼き？

と、生クリームとフルーツをのせた２種類を作りま

した。みなさん、とても上手にできました。

　甘いものは、別腹でペロリと召し上がられました。

ごちそうさま。

 男子厨房に入ります。

 アミライフ・林寺では一人だけの男性ですが、

キッチンに入ってお手伝いして頂いています。

 食器洗いも、日を決めて毎日担当制になって

います。

 もちろんパスもありますよ。体調のよいとき

に参加してもらっています。

　　　　　　　　　　　お花見にいきました。

　　　　　　　　　　　近くの生野南公園に

おやつを持って行きました。

　お天気もよく、とても心地いい時間でした。

　来年は少し遠出ができたらいいなと思って

います。

厨房の様子厨房の様子

　今年３月にオープンいたしました！ 

　アミコでは一番北にある事業所になり、他の施設とは少し離れた場所にありますが、

地域交流を積極的に行い他事業所との連携もとっていきたいと考えております。 

　まだ、新米施設ですがどうぞ皆さんよろしくお願いいたします！ 

 

 

４月

５月
６月

日常の様子

　鶴見緑地公園へお花見に行きました。

　あいにく、前日に雨が降り花びらがたくさん散

ってしまいましたが、久しぶりのお花見に皆さん

とても喜んで下さいました。記念撮影とおやつの

おまんじゅうを食べて、のんびり公園を散策した

後、ホームに帰りました。

　今回、ホームでの初めての団体での外出でした

が、事故もなく無事に帰ることが出来ました。

　　　　　　　　　　　和食｢さと｣に外食

　　　　　　　　　　に行きました。

　　　　　　　天ぷらとおうどん、海鮮ち

　　　　　　らしのセットメニューを食べ

　　　　　　ました。いつもと違う雰囲気

　　　　　　の中で食べたご飯はおいしか

　　　　　　ったようで、普段小食の方で

もぺろりと完食されておられました。

　ホームに帰ってからも「今日はおいしか

ったよ。ありがとう。」と言って頂き、「次

は何を食べに行こうか？」と相談中です。

　地域行事・榎本ふれあい祭りに参加して

きました。

　最初はたくさんの人に面食らっていまし

たが、ポップコーンやアイスの出店、スマ

ートボールなど昔懐かしい遊びに楽しんで

下さいました。

　地域の方々もとても親切にして下さり、

今後も地域行事に積極的に参加していこう

と思っています。

　アミライフ・鶴見では、編み物が流行っています。

　帽子やコースター、マフラーなどを編んで下さって

います。

　また、神経衰弱とオセロも人気で、何度負けても「

もう一回！！」とご飯の時間が来てもされていること

もあります。

　まだ、オープンして数ヶ月しかたっていないため、

ホームになれない方もいらっしゃいますが、皆さんが

穏やかにゆったりと過ごせるホームを目指していきた

いと思います。

外食外食 榎本
ふれあいまつり



　３月３１日にはジャスミ

ンユニットの方々、４月２

日にはラベンダーユニット

の方々で、御崎南公園へお花見に行きました。

　ビーチボールを使って軽い運動をしたり、

花を眺めながら桜餅を食べたりして過ごしま

した。

　いつも以上に体を動かしてビーチボールに

手を伸ばす方、甘酒を召し上がって気分が良

くなったのか、ひょうきんになって皆さんを

笑わせてくださる方など、穏やかな春の日に

ふさわしい、なごやかな雰囲気でした。

　公園まで行けなかった方も、ホームの角の

　　　　　　　　　桜の木の前で記念撮影を

　　　　　　　　　し、お花見気分を味わ

　　　　　　　　　っていただきました。

　１月１７日、御崎南公園で

行われた餅つき大会に参加し

ました。

　地域の皆さんから、できた

てのお餅を振る舞っていただ

き、年明けから楽しい時間を

過ごすことができました。

餅つき餅つき 　　3月6日、ひなまつりの行事を行ないま

した。

　玄関に飾ったひな人形と記念撮影をし、

フロアでひなまつりの由来などについて

お話をした後、ロールケーキに各自でト

ッピングを加えた手作りケーキを食べて

お祝いしました。

　子どもの頃に７段や８段飾りのひな人

形をお持ちだった方が多く、懐かしそう

に人形を眺めておられました。

ひなまつり

　　3月４日、舞昆ホール(区民ホール)にて、

高齢者のためのイベントが行われました。

　　　　　　　　　　いつもテレビで観る

　　　　　　　　　ような歌謡ショーを間

　　　　　　　　　近で観られた素敵な１

　　　　　　　　　日でした。

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

←歌手の浅田あつこさんと握手！

お花見
外食外食

雛まつり

桜まつり  ５月１６日から２６日にかけて、くら

寿司へお寿司を食べにいきました。

  まぐろやサーモン、デザートのケーキ

やコーヒーなど、それぞれお好きな物を

自由に召し上がっていただきました。

  皆さんとても満足してくださった様子

で、ホームへ戻られてから感想をお聞き

すると、「おいしかった。お寿司好きや

もん」とおっしゃってくださる方、「あ

りがとうございました」とお礼を言って

くださる方など、嬉しい気持ちを笑顔と

言葉で伝えてくださいました。

つつじ観覧

　　　　　　　　　　　　　２月３日、節分という

　　　　　　　　　　　　ことで、鬼のお面を被っ

たスタッフが各フロアを回り、入居者様に豆の代わ

りにピンポン玉で鬼退治をして頂きました。

　皆様、笑顔で積極的に投げている方や、スタッフに対して投げることにとまどい遠慮して

いる方など・・・中には、自ら面を被られバットを握り鬼に扮してしまう方もいらっしゃり

大盛り上がりました。

　その後は、バレンタインにちなんでチョコレートケーキを皆様に召し上がって頂きました。

　３月２日、１日早くひな祭りをお祝いし

ました。

　当日は２種類の和菓子からお好きな物を選んで頂き、ひなあられ、

甘酒と一緒に召し上がって頂きました。　雛人形と記念写真撮影も

行いました。

　男性入居者様も、雛人形を見るだけでにっこりと笑顔になられていました。

　　　　　　　今年も昨年に引き続き、『桜まつ

　　　　　　り』を開催致しました。

　　　　　　　ご家族様にも参加して頂き、スタ

ッフの演奏に合わせて春の歌の合唱やコイン落と

し、射的、輪投げのゲームを楽しまれました。射的では、スタッフの顔

写真が的になっており、お目当ての的に見事命中すると顔写真のスタッ

フとのハグの記念撮影をさせて頂き、おやつには春を感じて頂ける様に、

抹茶ロールケーキと桜茶を召し上がって頂きました。

　当日、天気予報では雨だったのですが、何とか天候に恵まれ、近くの

陵南公園まで桜を見に行き、満開の桜を見て頂きました。

　ゲームの時の真剣な表情や家族様とおやつを召し上がりながら談笑さ

れている時の微笑み、花見時の「きれいやね～」と親子で桜の花を見上

げている素敵なご様子などを沢山拝見でき、こちらも心が和んだ一日で

した。

　毎年恒例のツツジ見物に行きました。

　池の周囲の遊歩道沿いに満開のツツジが咲いており、皆様きれいに

咲いている一角で足を止められ｢きれいねー｣と、見入られていました。

節分２月
３日

３月
２日

３月
27日

４月



ひなまつり

お花見

　　　　　　　お部屋の扉には松飾り。

　　　　　　　利用者様揃って新しい年を

　　　　　　迎えました。

　お昼はおせち料理に舌つづみ。ビール（ノンアルですが・・・）も振る舞われ、

楽しい新年の幕開けとなりました。

　翌日２日は天気も良く、近くの中臣須牟地神社へ初詣で。

　今年も皆さん健康ですごせますように。

　　　　２月３日、立春前日の節分です。

　　　　鬼に扮したスタッフに皆さんで「鬼は～そと！」と豆を

撒きます。

　大きく元気な声に鬼は退散。

　そして当ホーム最高齢の利用者様扮する

「お福」が登場。

　今年も災い無く過ごせそうです。

　　　　　　　　　　　　毎年恒例のお花見。

　今年はイマイチ天気が良くありませんでしたが、

タイミングを見計らって皆さん交代で矢田中学校

まで桜見物に出かけました。

　　満開の桜の下で満面の笑みで写真におさまり

　ました。

　例年、近くのお店へ皆さん交代で出かけて食事

を楽しんでもらう外食の行事を行っていますが、

今年は趣向を変えてホーム内での「会食」を催しました。

　２階・３階の皆さん全員が１階の広いスペースに一堂に会し、

和気あいあいとお寿司を楽しまれました。

　食事の後はカラオケ大会。歌う人あり、踊る人あり。

　いつもの夕食とは違った雰囲気を味わっていただけたと思い

ます。

平成28年
　元旦
平成28年
　元旦 お正月

節分

会食

　１月、近所の神社に初詣にいき

ました。道中「寒いなぁ」と少し嫌

そうにされる利用者様もおられま

したが、参拝し手を合わせると来

て良かったと言って下さりました。

　帰所後に皆様で書き初めをしました。職員と一緒に

今年の抱負をかかれ皆様、満足そうにされていました。

　　　３月、ひな祭りのため利用者様と一緒にひな人形の飾り

　　　つけをしました。女性利用者様の懐かしがられる顔や「も

う忘れてしまったなぁ～」とはにかんでおられ

る表情が印象的でした。

　当日はひな人形と写真を撮り皆様とても嬉し

そうにされていました。

   ４月、大和川にお花見にいきました。満開の桜を見て「もうこんな時期

やねんね～」としみじみおっしゃられ、季節を感じておられました。花見後

は帰所し、いつもより少し豪華な昼食を食べていただきました。それを見

て皆様驚かれ、黙々と食べられました。

　　　　６月、たこ焼きパーティーをしました。各テーブルに

　　　　ホットプレートを置き職員が焼き始めると、「そんなん

　　　　あかんわ！！」とすすんで焼いて下さる方やじっと見て

居られる方、他の利用者様と話をしておられる

方と様々でしたが、たこ焼きに加え唐揚げ、お

にぎり、ポテトとテーブルに並べると楽しそう

に食べられ、職員が止めるまでずっと食べられ

る方もいました。

お花見

たこ焼き
パーティー
たこ焼き

パーティー



お花見お花見

　消火避難訓練は年に２回

行います。

　同じ事を繰り返して身に

付けるのが何よりも大切だとの消防の方からのご

指導で、今回も迅速な避難誘導と消火器の使い方、

それに斜降式シューターによる脱出訓練を行いま

した。いつもなのですが、スタッフは当然として、

ご利用者の方も、積極的に参加して下さり、楽し

い訓練になるのです。

　　　　　　　　　デイサービスでは今年もお花見に！

　　　　　　　　奈良市の平城宮跡はご存知でしょうか。

　東側の広大な広場は桜並木が連なり、花見スポットの一

つです。今回はちょうど満開！ご利用者様もスタッフにも

楽しい遠足となりました。来年はどこへ行きましょうか。

　デイサービスでは、時々色々な教室を開きます。とは言っても
特別な講師が居る訳もなく、皆様それぞれの感性でオリジナル作
品に挑戦していただきます。
　６月の土曜日の昼下がり、この日はフラワーアレンジを楽しん
で頂きました。季節の色々な草花をご用意、たっぷりと時間をか
けてお一人お一人、見事な作品にご満悦でした。

花壇完成花壇完成　所長は「庭師」なのか、スタ

ッフと共に半年の月日をかけて

ついに花壇が出来上がりました。

　季節の色々な草花を皆様と楽

しみたいと思います。間もなく

向日葵が咲く予定です。よかっ

たら見に来てください。また、

隣には畑も整備しました。茄子や胡瓜、スイカなど

も次々と収穫を迎えます。利用者様と一緒に味わい

たいと思います。

　いつもの昼食メニューに変

えて、この日は鉄板焼きそば。

デイサービスのお方にもグル

ープホームのお方にも味わっ

ていただくべく、大量に焼き

ました！　おにぎりとお漬物

とお味噌汁を添えて、焼きそ

ば定食の出来上がり。スタッ

フも少し味見をしましたが、

なかなかの出来栄えでしたよ。

　　　　　　　　　　　厨房のスタッフの方、地域ボランティアで「ジャズ」

                    を披露しておられるとお聞きしお願いすると、見事な

                    ステージを開催して下さいました。

　ご利用者様もスタッフも、懐かしいメロディーとともに、ゆらゆらと一緒

に唄いました。昔の素敵な歌って、本当によく覚えているもんですね！

ジャズ♬ ♫
♪

餅つき餅つき　年明け恒例のお餅つき、今回は本部からも応援参加して

頂き、にぎやかに沢山お餅を作りました。

　デイサービスとグループホームのご利用者様にも餅つき

をお願いしました。皆さん元気に楽しくついて下さいました。

ひなまつり
　　　　　　　　　　　 今年のグループホームの

　　　　　　　　　　 ひな飾りは、皆様と一緒に

　　　　　　　　　　 手作りしたお人形です。

　　　　　　　　　　　 よーく見てください、ご

利用者様のお顔が並んでいるでしょう！。

　紙コップの上の丸いボールに、笑顔の顔写真を

添えました。お内裏様とお雛様、五人囃子に七人

官女、勢ぞろいのひな壇の完成です！

消火訓練消火訓練

　　　　地域で「さくらサロン」という高齢者の憩いの場を開いて

おられる方なのです、運営推進会議にも毎回参加して下さいます。

　この日は出張サロン、コーヒー豆とコーヒーメーカーで頂くブレ

イクタイム。いつもと違った芳醇な香りと至福のひと時を、提供し

て下さいました。ありがとうございました。

コーヒーブレイクコーヒーブレイク

焼きそば焼きそば焼きそば

アミコ京阪奈介護サービス(有) (医)慈心会

いちご狩り

節分
お正月

　元旦の昼食は職員の手

作りの筑前煮と粕汁とお

せち料理を用意し、召し

上がって頂きました。

　２日は近所の神社へ初

詣に行き、おみくじを引

き大吉の人、吉の人も皆

さん笑顔で参拝されてい

ました。

　2月3日節分で豆まきを行いま

した。鬼にふんした職員の姿を

見て皆さん笑顔で豆をおもいっ

きり投げてました。

　おやつは厄除けまんじゅうを

いただきました。

　　　　　　　　　４月４日午前中雨の為施

　　　　　　　　設内にてお花見弁当を召し

　　　　　　　　上がっていただき、午後よ

り万代池公園にいきました。天気がよくなり

皆さん綺麗なサクラを見て和まれていました。

　　　　　　５月２０日去年同様八尾のグランベ

　　　　　リーへいきました。車内では久し振り

の外出とあって会話が弾みどぎれることなく賑や

かでした。イチゴ狩りは３０分食べ放題でした。

　皆さんたくさん召し上がられ、昼食はうどん屋

へいきましたが、お腹いっぱいで食べれないと言われてました……が、

しっかり完食されてました。天気も良く久し振りに遠出に行き皆さん

とても喜ばれてました。

　　　　５月１７日で１００歳を迎えられた川瀬みどり様、お誕

　　　生日の日は体調が悪くお祝いできず、後日、家人様とお祝

　　　いされ、お孫様よりプレゼントされたクマのぬいぐるみに

『１００歳おめでとう』と刺繍されてあり、本人様は大事そうに

かかえ笑顔でした。

　私達も一緒にお祝い出来た事とても嬉しく励みになります。

　これからも皆さんが元気で過ごしていただきたいと思います。

100歳のお祝い100歳のお祝い

お
め
で
と
う
！


