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〜 ふれあい朝市の皆さんより旬の野菜をいただきました 〜

天神の杜 家族の会
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家族の会活動報告
2019年10月1日以降の「家族の会」に関する活動を紹介します。
【今後の予定】
１月１日 鏡餅の贈呈
１月18日 雲ユニット懇談会
１月19日 朝日ユニット懇談会
２月９日 空ユニット懇談会
２月16日 太陽ユニット懇談会
２月中
紫陽花ユニット懇談会
３月中旬 家族の会役員会
３月下旬 家族の会総会
３月下旬 機関誌あゆみ第63号発行

◇活動スケジュール
10月13日
11月24日

12月下旬
12月25日
12月28日
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┘

家族の会役員会の開催
家族の会勉強会の開催
ターミナルケア勉強会
「家族として入居者と向き合うにあたり」
年末大掃除のお手伝い
クリスマスケーキの贈呈
機関誌あゆみ第62号発行
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◇家族の会勉強会
11月24日（日）にターミナルケア勉強会「家族として入
居者と向き合うにあたり」を開催し、総勢33名もの家族様
にご参加いただきました。
今回は講師として、京都西山短期大学学長であり、社会
福祉法人長岡京せいしん会の評議員でもある中西随功様に
講演を依頼しました。ターミナルケアについての考え方を
宗教や医療など各領域でどのように捉えられているのか、
外国ではどうなのか、そして日本ではどうなのか、という
ことを社会の流れを踏まえて、講演・解説していただきました。
特に、浄土宗の開祖である法然の数々の言葉と、その意味を解説していただき、老いていく家族を見
ていくうえでの心の拠り所となりました。
参加者からは、「ターミナルケアについて最近の傾向や考え方を知ることができ有意義でした」、
「死に対する考え方について勉強になりました」、「母が思っている最期と家族が願う最期で大きな誤
差が生じないように学んでいきたい」、「“死は忌み嫌うものではない”という先生の言葉に感銘を受け
ました」という感想をいただきました。

◇クリスマスケーキの贈呈
12月25日（水）に、今年も家族の会から入居者の皆様へクリスマスケーキを贈
呈いたしました。各ユニットそれぞれが選んだ華やかなケーキに喜んでいただき
ました。
また、新年（元旦）には鏡餅を贈呈させていただきます。

◇年末大掃除のお手伝い
師走のお忙しい中、年末の大掃除を多くの家族様にご協力いただき、誠にありがとうご
ざいました。おかげで入居されている皆様は、新年を気持ち良く迎えられることと思いま
す。来年も家族の会の活動にご協力いただきますようお願いいたします。
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施設活動報告
☆大根の収穫

11/28（木）

中庭で育てていた大根の収穫の日、小雨模様だった
ので室内で行いました。
天神の杜での大根の収穫が初めての入居者様が「こ
んなに大きい大根が採れるとは思ってなかったわ！」
と感激されていました。
翌日には大きな鍋で、収穫したたくさんの大根と油
揚げで「大根炊き」をしました。あつあつの大根を
「美味しいね」と言いながら、みんなで味わいました。

☆餅つき大会

12/17（火）
今年も年末恒例行事の餅つき大会が行われました。入居
者様は交代で餅をつく職員や参加された家族様に「ヨイ
ショー、ヨイショー！」と掛け声をかけながら、餅がつき
上がっていく様子を間近でご覧になられていました。
入居者・利用者様にもつきたてのお餅を丸めていただき、
天神の杜で採れた大根のおろし餅やきな粉餅・あんこ餅・
おしるこなどを皆様お好みで召し上がっておられました。



ేȴʰɹȱሾʰɓ

12月30日(月)から１月３日(金)までの５日間は「喫茶年末年始感謝デー」
として、全てのメニューを無料で提供させていただきます。
ご来訪の際には、ぜひとも喫茶コーナーにお立ち寄りいただきますようお
待ち申し上げております。

施設行事紹介
10月４日 向陽小歌の仲間によるコーラス
５日 海印寺保育園運動会見学
13日 家族の会役員会
20日 長岡天満宮秋祭り 子ども神輿
26日 芋掘り
31日 長岡第六小学校福祉職場体験
11月１日 入居者様のレントゲン撮影
５日 海印寺保育園児との交流会
６〜８日 長岡第三中学校 中学生職業体験学習
８日 焼き芋
12日 長岡第六小学校との交流
15日 アンサンブル・クローバーによる演奏会
24日 家族の会勉強会
長岡京市農業祭実行委員会より野菜の贈呈
25日 運動会（１階ホールにて）
28日 大根の収穫（２階中庭にて）
29日 大根炊き
居酒屋

12月１日
９日
14日
17日
20日
22日
25日
27日

大阪成蹊大学OBによるクリスマスツリー設置
長岡京市ふれあい朝市実行委員会から野菜の贈呈
（京都新聞に記事掲載）
西乙訓高校吹奏楽部による演奏会
餅つき大会
フラワーアレンジメント講座
混声合唱団アンサンブル・マチネーによる
クリスマスコンサート
注連縄作り
門松作り

【今後の予定】
１月４日 楽笑会による琴の演奏会
２月22日 長岡京市マーチングバンド
３月１日 小さな雛展（〜10日）
27日 居酒屋
なお、１月以降の行事予定は、ご訪問の際に、
事務所にお問い合わせください。
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 ユニット行事紹介
 10月15日 にぎり寿司・天ぷら御膳
 11月９日 （食彩企画）
たこ焼き作り

にぎり寿司・天ぷら御膳 10/15
たこ焼き作り 11/9
【今後の予定】
厨房スタッフにお寿司を目の前でにぎって
昼食にたこ焼き作りをし
 １月 新年会・初詣
いただき、揚げたての天ぷらもセットでいた
ました。生地を混ぜるのは
おやつ(ﾁｮｺﾚｰﾄｹｰｷ)作り
 ２月
だきました。
できたてのお寿司と天ぷらに「お
入居者様に手伝っていただ
３月
サンドウィッチ作り
店に来たみたいやな。
」などと、みなさん嬉
き、あつあつのたこ焼きが

しそうに召し上がられていました。
できあがると、たくさん召
し上がられていました。




 ユニット行事紹介
お寿司御膳（食彩企画）
 11月19日
12月４日 粕汁作り
 12月23日 寄せ鍋（昼食）
お寿司御膳 11/19
粕汁作り 12/4
 【今後の予定】
１月
おしるこ作り
皆さん、お寿司がお好きなので、残すこと
入居者様から「粕汁が食
 ２月 チョコレートフォンデュ なく召し上がられ、目の前で揚げていただい べたいな。
」とリクエスト
作り
た天ぷらや茶碗蒸しもいただきながら、楽し
があり、入居者様と一緒に
 ３月 ちらし寿司
い昼食時間を過ごしました。
作りました。寒い日に美味
しい粕汁であったまること

ができました。



 ユニット行事紹介
 10月31日 カフェ シスコティで
ティータイム
 11月18日 カフェ
ウニールで
コーヒータイム
 12月21日 忘年会（おでん）
カフェ「シスコティ」でティータイム 10/31
カフェ「ウニール」 11/18
 【今後の予定】
長岡京市奥海印寺にオープンしたカフェに初
10 月 と ２ 回 に 分 け て
 １月 初詣・鏡開き
めて出かけました。皆さん、お好きな物を注文
カフェへ出かけました。
（ぜんざい作り）
また今度、昼下がりにカ
チョコレート菓子作り し、スイーツを食べたり、ゆっくりティータイ
 ２月
ムを過ごしました。会話と笑顔がはずむひとと
フェにお出かけしたいで
３月
たこ焼き作り
きでした。
すね！
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ユニット行事紹介

10月１日 栗ごはん作り
10月31日 アップルパイ作り

11月18日 たこ焼き作り
アップルパイ作り 10/31
たこ焼き作り 11/18

12月13日 ポトフ作り
【今後の予定】
入居者様にりんごを切ってもらうなど、
ソフト食のかた用として、はん

一緒に調理しました。
ぺんや食べやすい具を使ったたこ
１月
お好み焼き作り
アップルパイが焼ける頃には、ユニッ
焼きも作りました。来られた家族
２月
どら焼き作り

ト内は甘いにおいでいっぱいになり、美
様も一緒に召し上がっていただき、
３月
お出かけ企画
味しい！と言いながら、召し上がられま
笑顔がこぼれる美味しさでした。

した。




ユニット行事紹介

10月５日 誕生日外出企画
（河野様）

12月18日 お好み焼き（昼食）
お好み焼き作り 12/18

【今後の予定】
久しぶりのお好み焼
誕生日外出企画（河野様） 10/5

きに皆さん、箸が進ん
１月
鏡開き「おぜんざい」
河野様がご入居される前に住んでおられた長
でおられました。
作り
岡京のご自宅に帰り、息子様ご夫妻と付き添っ

２月
初午「いなり寿司」
た職員も一緒に 92 歳のお誕生日をしました。
３月
雛の宴
河野様の大好きなケーキでお祝いし、記念撮影

をしました。




ユニット行事紹介

10月24日 たこ焼き作り
ビンゴゲーム 11/9・12/8

10月30日 ミニアメリカンドッグ作り
皆さん、手に持つビンゴカードをじっと見ながら、呼ばれ
11月４日 さつま芋の天ぷら作り

た番号を探し、一喜一憂しながら楽しまれていました。景品
９日 第１回ビンゴゲーム
は全員分ご用意し、一番の方から選んでいただいたり、とて
おにぎり
（かやくご飯）

も盛り上がりました。
24日 プチケーキ作り
12月８日 第２回ビンゴゲーム

９日 千枚漬けとかぶらの葉のごま油炒め
プチケーキ作り 11/24
15日 ティッシュボックスカバー作り

利用者様に市販のプチケーキにチョコ
【今後の予定】
１月
初詣
レートやホイップクリームでデコレー

２月
おやつ作り
ションしていただき、
更にフルーツをトッ
３月
クッキング企画
ピングして、豪華なプチケーキができあ

がりました。


雲

紫陽花 ・ 菖蒲

たけのこ・もみじ

2020年１月以降の行事予定は、ご訪問の際ユニット職員にお問い合わせください。
また、写真をご希望される場合は事務所にお問い合わせください。
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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、ユニット紫陽花の石田様と
ユニット空の疇地様のお話をご紹介させていただきます。

叔母

石田

定子 について

伊藤

佳里子

叔母は京都市西陣で生まれ、女学校卒業後、経理一筋に働き、60歳
から東京都八王子市の京都料理店の手伝いをしていました。
しかし80代になり、遠い八王子市で誰一人身寄りのない叔母の身を
案じ、長岡京市に引き取り、私の家から天神の杜のデイサービスと
ショートステイでお世話になりながら生活していました。
当時は「自分で何でもできる！」と強がって一人で外出しては自宅
に帰れなくなったりもして、デイサービスの職員さんに見つけていた
だいたり、心配が増えてきました。
特養に入居させていただいてから毎日皆さんがお世話してくださったり、お話相手になって
くださるので、活気も出て身体を動かすようになり以前より歩みもしっかりしてきています。
そしてこちらでの生活をいつも明るい笑顔で喜んでいます。「悪いけどお正月は帰りません、
ここに居たい。」と言われるほど楽しんでいます。
本当に職員の皆さんに感謝しています。これからもよろしくお願いします。

母

疇地

美千枝 について

久保 文子（長女）・北川 多美子（次女）

いつも母がお世話になり大変ありがとうございます。スタッフの皆
様には、あたたかい眼差しで母達を見守ってくださっていることを心
から感謝しております。
母は17歳の頃、自分のお母さんを病気で亡くしたそうです。その後
３年間は心の底から笑ったことが無いと話していました。亡くなった
お母さんが母のために将来の仕事として洋裁ができる環境を整えてく
れていたので、洋裁学校の師範科まで進み、洋裁学校の先生として働
き、その後は阪急百貨店の紳士服を縫う仕事に就くようになりました。私達が子どもの頃は、
子育てをしながら家で人から頼まれた服を縫う内職をやっていました。子どもの頃の私達の服
は全部母が縫ってくれたものでした。
父はサラリーマンだったのですが、商売をしたいと言い出し、長岡京に引っ越して来ました。
洋裁とは全く違う仕事でしたが、70歳を超えるまで一人で店を守りながら私達を育ててくれま
した。今は、天神の杜でゆっくり過ごさせていただけるようになり良かったと感謝しておりま
す。頑固な一面も持ち合わせ、皆様にはお手数をお掛けしていることと思いますが、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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施設の取り組み
★運動会
11月25日（月）に、毎秋恒例の運動会を１階ホールで開催しました。
紅組は、ユニット空・朝日・太陽・もみじ、白組は、ユニット雲・
紫陽花・菖蒲・たけのこに分かれて実施しました。冒頭の選手宣誓は、
ユニット紫陽花の馬渕登志子様に力強くしていただきました。プログ
ラムは、開会式、ジャンケン競争、パン食い競争、飴食い競争、応援
合戦、玉入れ等を行いました。入居者様・利用者様・家族様は、大きな拍手や応援をされたり、
各競技に一所懸命に臨んでおられました。家族様のご参加が多かったことも大変ありがたく思
いました。
最終結果は、白組が170点、紅組が160点で、白組の勝利となりました。表彰式では、白組を
代表してユニット雲の中野曜子様、紅組を代表してユニット朝日の筈見房子様が表彰状を受
け取られました。また、白組の優秀賞は、ユニット菖蒲の望月久子様が、赤組の優秀賞は、ユ
ニット朝日の疇地美千枝様が受賞されました。

★点検及び設備更新等につきまして
９月29日（日）に、年に１回の法定点検でもある「停電検査」を行いました。今回は、高圧
ケーブル・開閉器の取替えもあり、約７時間の停電及び断水となりました。献立も変更して、
第二天神の杜厨房で作りました。
また、10月下旬から12月１日にかけて、ナースコールと電話設備の更新工事を行いました。
停電検査及び更新工事期間中におきましては、入居者様・家族様・利用者様には大変ご迷惑を
おかけしましたことをお詫び申しあげます。
尚、次年度は、特養全ての空調機器の更新工事を行います。一定の工事期間を要することに
なります。詳しくは、改めてご案内とご説明をさせていただきます。

★対象別の法人研修について
以前にもご紹介しましたように、2019年度から研修体系を根本的に見直すとともに、各研修
会においてもいくつかの学習理論を融合させて改善等を図ってきています。
今年度の法人研修で、力を入れているものの一つに、対象別の研修があります。対象は、初
任者、中堅、中間管理職の３つに分けました。初任者は入職２年まで、中堅は入職４年以上か
らサブリーダーまで、中間管理職はリーダー以上となっています。各研修のテーマ選定や時間
編成、具体的内容等については、法人研修会議で議論や検討を重ね、７月から11月にかけて実
施しました。講師は、理事長・各施設長・介護課主任・研修副主任等が務め、半日以上かけて
実施しました。
この研修では、受講者の理解や到達度合いを確認するだけではなく、終了時のアンケートで、
各講師の実施・説明内容を受講者に評価してもらうようにしています。受講者の学びだけでは
なく、講師の自己覚知やスキルアップも狙いにしています。
今後とも生活支援の充実と向上、スキルアップ等に努めてまいりますので、ご理解とご協力
を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。
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お知らせ
元気に年末年始を迎えるために・・・

ノロウイルスやインフルエンザにご注意ください！
★ご来設に際してのお願い
ノロウイルスやインフルエンザの流行期に入り、ご来訪の皆様方
におかれましても、「うがいと手洗いの励行」と「手指の消毒」、
風邪症状のある方につきましては「マスクの着用」をお願いします。
また、下痢や嘔吐などの症状がある方につきましてはご来訪を控
えていただくなど、感染予防対策にご協力いただきますようお願い
します。

★年末年始に外出・外泊をされる際のお願い
年末年始に外出・外泊をされる際は、ユニット職員に入居者様の
体調や薬などについて確認をしていただき、また施設に戻られた際
は、外出・外泊中の食事内容や服薬の状況についてお知らせいただ
きますようお願いします。
家族様におかれましても、ご家庭での感染予防をはじめ体調管理に十分ご留意いただき、ご健勝で新
しい年をお迎えいただきますようお祈り申し上げます。

皆様へのご報告

（2019年９月26日から2019年12月25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。
筈見 房子 様 ユニット朝日
11月20日入居 昭和４年３月19日生（女性）
木下 千代子 様 ユニット菖蒲
12月20日入居 昭和５年７月21日生（女性）
◇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。
山口 キヌ 様 11月７日死去 享年99歳
追風 さち子
鈴村 哲夫

様
様

12月８日死去
12月22日死去

享年98歳
享年72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30㎝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。

ボランティア募集のお願い
＊

あなたの空き時間に天神の杜でボランティア活動をしてみませんか？
ボランティア活動に興味がある方は、担当（坂本）までご連絡ください。
活動内容につきましては個々に相談させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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

http://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 ]

