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家族の会活動報告
2021 年 7 月 1 日以降の「家族の会」に関する活動を紹介いたします。
◇活動スケジュール

【今後の予定】

8 月 6・7 日 天神祭（協賛）

10 月 17 日 家族の会役員会の開催

9 月 20 日

天神の杜 敬老会（紅白饅頭贈呈）

12 月 25 日 クリスマスケーキの贈呈

9 月 30 日

機関誌あゆみ第 69 号発行

12 月下旬
		

機関誌あゆみ第 70 号発行
鏡餅の贈呈

今年度も新型コロナウイルス感染防止のため、前期の勉強会は中止とし、夏祭りの代わりに小規模で
のイベントとして、天神祭を開催しました。
今後 3 か月の予定として、上記の他に各ユニット懇談会、家族の会勉強会、年末大掃除のお手伝いを
予定していましたが、10 月 17 日の家族の会役員会にて検討させていただき、改めてお知らせさせてい
ただきます。
※家族の会役員会については、新型コロナウイルス感染状況により、書面やリモート開催とすることも
検討していきます。

◇天神の杜

敬老会において、紅白饅頭を贈呈

9 月 20 日の敬老会に、今年も家族の会から入居者の皆様へ紅白饅頭を贈

りました。敬老の日に相応しい、紅白饅頭の白のお爺さんはこしあん・紅
のおばあさんは粒あんと、中身にもこだわった紅白饅頭です。
入居者の皆様の益々のご長寿を心よりお祈り申し上げます。
今年の受賞者の皆様は、3 ページに掲載されていますのでご覧ください。

支援係より報告
緊急事態宣言解除を受け、6 月 21 日より短時間で少人数での面会を再開しました。しかし、その後
京都府下でも新型コロナウイルス感染者数が過去最大となったことから、8 月 8 日より家族様の面会を
再度中止とさせていただきました。6 月 21 日から再開した面会期間には、延べ 181 名の家族様が面会
をされました。また、面会中止後からの 8 月 8 日から 9 月 7 日までに、延べ 41 名の家族様がリモート
面会をされました。（9 月 7 日の基準は「あゆみ」の編集の都合上）
また、食べ物や物品の差し入れで 7 月から 8 月の 2 か月間で、延べ 127 名の家族様が施設に来訪され
ましたことをご報告申し上げます。
また、サービス担当者会議（ケアカンファレンス）は、ターミナルケアカンファレンスなど、重要な
場面では家族様に施設にお越しいただき、対面で行っておりますが、定期的な会議ではリモート（テレ
ビ電話）で、家族様にご参加をしていただいています。
当初はリモートでの開催に、パソコンや携帯の取り扱いや通信の不安もありました。リモートで参加
された家族様からは「直接面会していないため、本人の様子が分からないので、職員の皆様からのお話
が聞けて、状態がよく分かりました」と好評をいただいています。
今後も面会に制限をさせていただく状況が続くことが予想されますが、入居者様と家族様の橋渡しが
できるように職員一同で努めてまいります。
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施設活動報告
敬老会

9 月 20 日（祝・月）に、社会福祉法人
の杜の敬老会を開催いたしました。

長岡京せいしん会

特別養護老人ホーム 天神

2021 年度も昨年度同様、米寿・最高齢長寿の対象者の方及び、そ
のご家族と関係職員の限られた人数で式典にご出席いただきました。
そのほかの入居者様も各ユニットでお祝いの品とお祝い膳で敬老の
日を迎えられました。今年の受賞者のご紹介をさせていただきます。

米寿

西井 滿 様

長寿

松井 五三郎 様

井上 艶子 様

96 歳

102 歳

お食事提供でお世話になっている厨房委託会社が変更になりました。9 月 15 日より、
名阪食品株式会社になりましたことをご報告申し上げます。
今年度も敬老の日の昼食には、施設より皆様にお祝い膳を提供させていただきました。
役職員一同、入居者の皆様のご長寿とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
お祝い膳のメニューをご紹介させていただきます。
おしながき

ちらし寿司

焼き肉

盛り合わせ

・白豆福

・うなぎの蒲焼き

・ 白菜のピーナッツ和え

南瓜の炊き合わせ

茶碗蒸し

フルーツ（メロン）

お祝い膳

その他報告事項

将来の福祉の担い手の育成に貢献しています！
2021 年度も順次、社会福祉士援助技術現場実習・介護福祉士現場実習及びインターンシップの学生
さんを、コロナ感染予防対策を充分に行いながら受け入れをしています。（京都医療福祉専門学校・大
阪人間科学大学・京都府立大学・龍谷大学・佛教大学）
長岡京市民生児童委員協議会様より、今年度もたくさんのウエスの寄贈がありました。ご丁寧に
30cm 四方にカットしてのご持参は、すぐに使えてとても便利です。コロナ感染予防対策のため、定期
的な消毒を行っているため、たくさんのウエスが必要でとても助かっています。ありがとうございます。
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７/18

昼食に海鮮ちらし寿司を作って食べまし
た。入居者様に混ぜるのを手伝ってもらい、
お刺身ののった豪華なちらし寿司に皆さん目
を輝かせ、美味そうに食べておられました。

かき氷

ユニット行事紹介

８/１３

おやつにユニットでかき氷を作って食べました。練乳イチゴ
と宇治金時から食べたい方を選んでもらい、
「冷たくておいしい」
と喜んでいただけました。２種類とも食べた方もおられました。

７ 月18日 海鮮ちらし
８ 月13日 かき氷
９ 月11日 ドーナツパーティー

ドーナツパーティー

【今後の予定】
10月
おやつ作り
11月
たこ焼き
12月
忘年会

朝日

フルーツいっぱいの
プリン！

ユニット行事紹介
７ 月24日
８月２日
９ 月13日
９ 月25日

７ 月 5 日 お好み焼き
８ 月10日 天ざる御膳
９ 月19日 おやつ作り
（フォンダンショコラ）
【今後の予定】
10月
たこ焼き
11月
ミスタードーナツ
（テイクアウト）
12月
おでん

７/２４

7 月のお誕生日の方は 2 人です。 見た目ケー
キのようなフルーツいっぱいのプリンを作りました。
皆さん「美味しい !」と喜ばれ、笑顔がいっぱい
でした。
８/２

バナナを切る人、ホットケーキの生地を混ぜる
人、食べる人、皆さま楽しそうにされていました。

プレゼントを
手に！

【今後の予定】
10月
かぼちゃのデザート
11月
おでん
12月
クリームシチュー

ユニット行事紹介

手作りプリンでお誕生日のお祝い

ホットケーキ作り

手作りプリン
ホットケーキ作り
手作りプリン
おはぎ

太陽

9/１１

テイクアウトしてきたミスタードーナツを、
3 時のティータイムにいた
だきました。好きなドーナ
ツを各自選んでいただき、
大きなドーナツも完食。ソ
フト食を召し上がられてい
る方も喜んでおられました。

手作りプリン

9/13

今月第二弾の手作りプリン！
介護福祉士の実習生が挑戦しました。

お好み焼き

7/5

皆で食べられるように工夫し、ソフト食
の方でも楽しんでいただけました。皆さん
「美味しい、美味しい」と食べておられ、
お代わりされている姿が印象的でした。

天ざる御膳

8/10

予め入居者様にうどんと蕎麦からお好きな方を選んでいただき
ました。「蕎麦の方が好きやねん」「私はこっち（うどん）
の気分や
わ」と、それぞれ食べたい方を楽しみながら選ばれました。
当日は、揚げたて天ぷらと炊き込みご飯のおにぎりも一緒にい
ただき、「美味しいですよ」と笑顔で召し上がられました。

おやつ作り（フォンダンショコラ）

9/19

フランスのチョコレートケーキを、ユニットで作り
ました。チョコレートは人気があり、入居者の皆様も
大変喜ばれて召し上がっていました。チョコレートは、
体にいい食べ物と言われています。食べ過ぎには注意
ですが、また企画していきたいと思います。
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フルーツポンチ

ユニット行事紹介

【今後の予定】
10月
さつま芋モンブラン
11月
出前寿司
12月
すき焼き

紫陽花・菖蒲
ユニット行事紹介
７ 月22日 ちらし寿司ランチ
８ 月19日 居酒屋風ランチ
９ 月22日 おはぎ作り

7/２０

施設で収穫したスイカを使い、夏にぴったりの
ひんやりフルーツポンチを作りました。
暑い日で、皆さん美味しそうに食べられ、涼を
感じることができました。
飲み込みが難しい方には、ジュースにして提供
しました。

雲
７ 月20日 フルーツポンチ
８ 月28日 フレンチトースト
９ 月13日 パンケーキ作り
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フレンチトースト

8/28

ユニットのリビングで、フレンチトーストを作りまし
た。卵を割ったり、混ぜる工程を職員と入居者様と一緒
にしました。でき上がると柔らかく、普段ソフト食の方
も美味しそうに食べられていました。

パンケーキ作り

9/13

介護福祉士の実習生によるユニット企
画「パンケーキ作り」に挑戦！

ちらし寿司ランチ

７/22

７月生まれの入居者様の誕生日をちらし
寿司とミニそうめんを作りお祝い！「ここ
の端を両手で持つんやで」と薄焼き卵を焼
くのを手伝ってもらいました。
具沢山のちらし寿司に「いやぁ嬉しいわ」
と喜ばれ美味しくいただきました。

居酒屋風ランチ

８/１９

餃子の具材に細かく切ったうどんを混ぜ合わせて焼
いた「うどん餃子」をメインに、居酒屋風ランチを開催！
他にも可愛らしいー口サイズのおにぎりやおでんを用
意しました。
お酒が大好きな入居者様は「美味しいわ～」とビー
ルを片手に嬉しそうに召し上がられました。

【今後の予定】
10月
カフェ
11月
おやつ作り
12月
お好み焼き

おはぎ作り

９/22

お彼岸にはおはぎをお供えして、
それを食べて邪気を払うというい
われを大切に、今年もユニットで入居者の皆様と一緒に作りました。

夏まつり

たけのこ・もみじ

今年度もユニット毎での夏まつりを開催。たこ焼きにフランクフ
ルト、餃子に駄菓子とメニューも盛沢山！職員も法被を着て気合十
分！祇園祭りのおはやしが CD から流れ、いつもよりお箸がどんど
んと進んでしまう方もおられ、満面の笑顔で夏のひと時を楽しんで
おられました。

ショートステイ

ユニット行事紹介
7月9日
８ 月15日
8 月17日
8 月26日

シュガーラスク作り

写真立て作り
シュガーラスク作り
夏まつり
かき氷作り

【今後の予定】
10月
おやつ作り
11月
クッキング
12月
忘年会

８/１７

かき氷作り

８/２６

８/15

パンのみみを使っておやつ作りをし
ました。職員が手早く油で揚げ、砂糖
を振り、甘くてサクサクのラスクがで
きあがりました。
「珍しいおやつやね」「おいしいね」
「あんたがつくったの⁉すごいね」と
利用者様から高評価でした。

目の前で氷を削り、フルーツをのせてシロップをかければかき氷ので
き上がり！「かき氷食べるのなんて何年振りやろう」「冷たくておいし
いね」と、顔をほころばせながら召し上がっておられました。
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このコーナーでは、家族様や入居者様のお話を中心に
取り上げています。
今回は、ユニット朝日の松井五三郎様と、ユニット菖蒲
の市浦美津子様のお話を、ご紹介させていただきます。

父

松井

五三郎について

松井

美也子（次女）

大正14年に大原野で出生。五男として生まれた父は、父が27歳の時、
9 歳年下の母と結婚して、母方の松井家に来てもらったと聞いています。
母は父に対して家を継いでもらっているため、気を遣っていました。
その母も平成17年に、亡くなりました。
父は、小さい時から家業である農業の手伝いをやっていました。ま
た、竹の子掘りも80歳過ぎまでやっていて、掘り方はうまく、淵切り
道具を使わず、ホリ 1 本で掘るのが上手でした。
今は、孫が家業を継いでくれて、父もホッとしていると思います。
仕事を辞めて孫が継いでからは、何もすることがないので、デイでも行ったらっと、誘うの
が 1 年半かかりました。行ってみたら良かったと言ってもらい一安心。それは、父が人見知り
をしない誰とでも気さくに喋ることができる社交的だからと思います。
家も忙しいのでショートで天神の杜さんにお世話になり、そこから天神の杜さんが良いと思
い、入居させてもらったのが丁度 1 年前です。
年齢が年齢なので、何が起きるか分からないので、天神の杜さんに入居させてもらって、家
族も安心しています。

母

市浦

美津子について

市浦

健治（長男）

母は大正12年、 3 人姉妹の次女として京都市の丸太町智恵光院で生
まれました。小さい頃は、家業のお手伝いで自転車に乗って、あちこ
ちお得意様宅を回るなど活発な性格だったそうです。
結婚当初は神戸にしばらく住んでいましたが、京都に戻ってきたそ
うです。
私が 4 歳の頃に母は結核を患い、 4 〜 5 年城陽青谷の結核療養所で
療養生活を送っていました。退院後はこれといった病気に罹ることも
なく、元気な日々を送っています。大病を患うと長生きをすると言われていますが、母はその
通りだと思います。
母は料理が上手で、色々なものを作ってくれました。やはり母親の作ってくれた料理の味は、
いつまでたっても忘れられないですね。
夫を亡くしてからの母は、子どもたちに迷惑をかけないようにとの思いから、一人で頑張っ
て生活をしていました。ありがたいことで、感謝の気持ちでいっぱいです。
母は、食べることも好きですが、特におしゃべりをすることが大好きな性格です。ただ、相
手様の気持ちに気づかずおしゃべりすることがありますので、少し心配な面もあります。今は、
天神の杜の皆様にお世話になり楽しい行事で楽しませていただき、日々穏やかな生活を過ごせ
ることを、母共々感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。これからも宜しくお
願い致します。
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施設長

五十棲 恒治

★敬老会

9 月 21 日（祝日・月曜）に 1 階ホールで敬老会を執り行いました。当日は、新型コロナウイ
ルス感染症の対応・対策のため、前年度に続き、規模を縮小しての開催とさせていただきました。
毎年ご臨席をいただいておりますご来賓の方々のうち、京都府知事 西脇 隆俊様と長岡京市長
中小路 健吾様からお祝いのビデオメッセージを寄せていただきました。祝電につきましては、
ご芳名の紹介と併せて、施設内に掲示させていただきました。法人役員の参加を見送り、お祝
いを受けられる入居者様と家族様、関係職員の参加のもとで、換気やマスク着用、ソーシャルディ
スタンスをはじめ、感染対策のもとで執り行いました。
理事長挨拶に続いて、ビデオメッセージのご披露と祝電のご紹介をさせていただきました。
今年度は、米寿のお祝いとしてユニット雲の西井 滿様に、長寿のお祝いとして、ユニット紫陽
花の井上 艶子様とユニット朝日の松井 五三郎様に、理事長・常務理事・施設長からお祝い品を
贈呈させていただきました。笑顔溢れる入居者様や、少し緊張される入居者様もおられました。
返礼の辞は、入居者様を代表されまして、西井 滿様が職員と力を合わせてご挨拶を述べられま
した。
前年度と同様に、例年の第二部のボランティア様による演奏のご披露を見送り、第一部の式
典のみとさせていただきました。
式典終了後には、お祝いを受けられた入居者様・家族様、そして関係職員で記念撮影を行い、
喜びとお祝いを共有させていただきました。来年度こそ、例年通りのスタイルで開催できるこ
とを心より願っております。

★施設内研修会

①「ながら運動」に関する研修会
8 月 30 日（月曜）に、衛生委員会の主催で、
「5 分から挑戦！ ながら運動」というテーマで
研修会を実施しました。この研修会は、全国健康保険協会京都支部の主催で、職場における
健康講座として、健康運動指導士で保健師の方に講師を務めていただきました。感染症の対応・
対策もあり、オンライン形式のもとスクリーン放映で行いました。研修会の主な目的は、就
業前後または就業中に「ながら運動」を取り入れる、運動機会を今よりも増やしていくこと
の 2 つです。研修は、講義と、体操や自己チェックをはじめとする実技・体験を織り交ぜて
行い、非常に有意義でした。主な内容は、身体の自己チェック、運動不足による心身への影響、
隙間時間でできる「ながら運動」の体験でした。受講した職員による伝達・報告と進めてい
くとともに、今後の展開や活動について衛生委員会で深めていきたいと考えています。
②身体拘束に関する研修会
当施設では、開設から身体拘束を行わない方針を続けてきていますが、身体的拘束ゼロ委
員会では、身体拘束の基礎的な理解と知識を深める学びを定期的に実施していくことの大切
さから、基礎研修として、
「身体拘束を知る」をテーマにしました。前述の研修会と同様に、
感染症の対応・対策を講じながら実施しました。
研修会は 2 回開催で、初回は、9 月 16 日（木曜）に開催しました。講師は、ショートステ
イ介護職員の藤本 謙一が務めました。研修会では、身体拘束の定義や種類、
身体拘束をせざるを得ない時に満たさなければいけない三要件、身体拘
束による弊害・影響、拘束が拘束を生む悪循環、身体拘束を廃止するた
めの取組み等について学びました。今後とも関係委員会の主催で研修会
を開催して、職員のスキルアップやサービスの向上・充実に繋げていき
たいと思います。

あ
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コロナ禍での 2 年目の夏！
今年も、盛大な夏祭りの開催は自粛となりましたが、入居者様と職員との小規模天神
天神祭 祭を実施しました。第
32 回オリンピック東京 2020 が開催中の、8 月 6 日に、ユニット
太陽・朝日・雲の入居者様を、7 日は、ユニット空・紫陽花・菖蒲の入居者様を対象に、
2 日間で行いました。
オリンピックにちなんで、参加された入居者様にインスタントカメラで、その場で笑顔のシャッター
チャンス！その写真をメダルに貼って、それぞれ入居者様にメダルの授与が行われました。天神の杜で
もオリンピックの雰囲気を楽しんでいただきました。
オリンピックと言えば、メダル！メダルに見立
てた、手作りの折紙の台紙に、参加された時の笑
顔を撮影し、その場でプリントアウト。その場の
写真だからこそ、喜びも倍増で、とてもお話も弾
みながら、今年の天神祭を職員と共に楽しんでい
ただくことができました。
お祭りに欠かせないのが、関西は粉もん！
今年も、
天神の杜特製のお好み焼きを提供しました。
ソース味がお好きな方が多く、また生地はふわ
ふわでとっても好評でした。中には「おかわり」と、
2 枚 3 枚と召し上がられる方
もおられ、楽しいひととき
でした。
ソフトクリーム！バニラ・ストロベリーミック
ス・抹茶の中から、入居者様のお好きなソフトを
選んでいただきました。
２年目のコロナ禍！かけがえのない日を大切に考える職員た
ちのアイデアも盛りだくさんあり、それぞれのサークルがユ
ニークな企画で実施しています。
ファーム天神でフルーツポンチ！
天神の杜の畑で収穫できた、大きなスイカでフルーツポンチ
を作って、皆さんに召し上がっていただきました。スイカの器
にみかん・キュウイ・パイナップルがたっぷり入ったフルーツ
ポンチで、お口の中に入れた瞬間“シュワ～”っと、炭酸で夏
を楽しんでいただき「おいしいわ～」と大喜びでした。
夏はやっぱりかき氷（おたべサークル） かき氷マシーンで、
“ふわふわかき氷”を作って、喫茶コー
ナーで皆さんに召し上がっていただきました。かき氷と言えば冷たくて頭が“キー
ン！”と痛くなることが多かったのですが、最新のマシーンは、皆さんに快適に召し
上がっていただくことができました。かき氷のトッピングには、あずき・もも・みかん、
シロップは、黒蜜・イチゴ・はちみつ・梅シロップ・練乳を用意し、お好みのものを
選んでいただきました。一番人気は“イチゴ ”でした。

皆様へのご報告

（2021 年６月 24 日から 2021 年 9 月 27 日まで）

◇新しく入居されました方をご紹介させていただきます。
太田
谷口
山本

清子 様
文子 様
進様

ユニット太陽
ユニット空
ユニット雲

7月7日ご入居
9月1日ご入居
9月18日ご入居

昭和3年4月5日生まれ
昭和13年12月28日生まれ
昭和13年5月7日生まれ

◇お亡くなりになられました入居者様をご報告させていただきます。ご冥福をお祈り申し上げます。
眞柄 喜美子 様
疇地 美千枝 様
市邉 和子 様

６月29日死去
８月26日死去
９月９日死去

享年94歳
享年89歳
享年92歳

皆様にご協力のお願い
＊ 入
 居者・利用者の皆様の日常の生活支援に使用しますので、ウエス（一辺30cm程度のものな
らば助かります）がございましたら、お声掛けいただきますよう宜しくお願い申し上げます。
社会福祉法人

長岡京せいしん会

特別養護老人ホーム天神の杜

住所 〒 617 － 0824 京都府長岡京市天神二丁目３番 10 号
Tel（０７５）９５９－１２３０（代表）
Fax（０７５）９５５－１２７３

ホームページアドレス

https://www.tenjin-no-mori.or.jp

［ 掲載する内容、写真に関しては、あらかじめ家族様より許諾を得て掲載させていただいています ］

