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家族の会活動報告
2020年１月１日以降の「家族の会」に関する活動を紹介します。
◇活動スケジュール
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２日

紫陽花ユニット懇談会

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

３月14日

家族の会役員会

３月29日

家族の会総会（書面会議）

３月30日

機関誌あゆみ第63号発行
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◇ユニット懇談会
今年度は１月から２月にかけてユニット懇談会を開催し、
39家族45名の方に参加いただきました。
冒頭に五十棲施設長（不在時は寳主任）より挨拶があり、
その後の懇談会では家族同士・ユニットの職員さんと情報
交換をしました。
懇談会は、ユニットごとにいつ、どこで、どのように開
催するかを決めており、デイルーム（デイサービスのホー
ル）や介護者教育室（１階会議室）を会場としてお借りし、
１時間ほどの懇談をしました。懇談会と併せて、入居者様
を交えて食事をしたり、お茶をしながら交流しました。

※ユニット朝日の懇談会の様子

懇談の中で、家族として困っていたことや入居してから気になっていることなどには、その都度職員
の方に答えていただきました。また、家族同士でも共感するところが多く、有意義な懇談の場となりま
した。
今年度も家族の会より懇談会の協賛金を出させていただきました。それぞれのユニットでお茶菓子や
懇談会後の食事会を催すなどして使っていただきました。

◇家族の会役員会
３月14日に第２回家族の会役員会を開催しました。2019年度の家族の会での活動状況を振り返り、会
計報告の内容を確認するとともに、2020年度の運営方針（案）
・予算（案）並びに2020・21年度役員
（案）、2020年度の勉強会のテーマについて立案しました。併せて昨今の状況を踏まえ、総会の開催方
法について協議しました。

◇家族の会総会
３月29日に予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により書面会議とさせていただき
ました。会員の皆様には書類の確認、回答用紙を返送の協力をいただきありがとうございます。
評決の結果は、皆様の回答を集計し別紙にてお知らせいたします
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施設活動報告
2020年１月から３月における天神の杜での活動の中からご紹介します。
☆ピクシーズ音楽会（１月24日）
笑いサークルの企画として、「ピ
クシーズ」の皆さんに歌やピアノ、
バイオリンの演奏を披露していただ
きました。
入居者様は馴染みの歌や曲を一緒
に口ずさんだり、ピアノやバイオリ
ンの音色にうっとり聴きいっておら
れました。
ピクシーズの皆さんと笑いサークルのメンバーがコラボレーションをして、「鬼のパンツ」を歌って
踊り、笑いも誘っていました。最後に入居者様からピクシーズの皆さんにお礼の花束を贈り、終始笑顔
の音楽会となりました。

☆長岡京市マーチングバンド演奏会（２月22日）
小学１年生〜６年生の27名の「長岡京市マーチ
ングバンド」のみなさんが広い世代に親しまれて
いる曲目を演奏していただきました。
演奏の途中、バンドの皆さんが楽器の紹介をし
てくださいました。
入居者・利用者様は、管楽器を始めて間もない
緊張の面持ちの生徒さんにやさしいまなざしで、
微笑みながら鑑賞しておられました。
世代を越えた交流の時間を過ごすことができました。

【ご報告】
【
報告】
2020年３月８日、11年３か月の間、天神の杜で過ごしてきた黒柴犬の「フク」
が悪性腫瘍のため、息を引き取りました。
職員のみならず、入居者・家族様やボランティア
様にも「フクちゃん、フクちゃん」と可愛がってい
ただき、幸せな日々を送って来れたと思います。
この場を借りて、ご報告させていただきます。
長い間、ご愛護いただきましてありがとうござい
ました。
（運動会に参加したフクちゃん）

施設行事紹介
１月４日 楽笑会による琴の新春演奏会
22日 北條先生によるピアノ演奏会
24日 ピクシーズ音楽会
２月３日 節分祭
22日 長岡京市マーチングバンド演奏会
３月６日 避難訓練
14日 家族の会役員会
27日 サークル活動報告会
29日 家族の会総会（書面会議）

【今後の予定】
− 新型コロナウイルス感染症の状況により未定 −
※行事・ボランティア活動再開の際には
ご連絡させていただきます。
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 ユニット行事紹介
 ２月７日 スパゲッティランチ
 ３月７日 サンドイッチ作り
 【今後の予定】
お花見
スパゲッティランチ 2/7
 ４月
サンドイッチ作り 3/7
５月
外出
ミートソースとクリームソースのス
６月
おやつ作り
入居者様にゆで卵をつぶしていただ

パゲッティを作りました。
き、卵やハム・きゅうりなどをはさん
調理の時から「珍しいもの作ってる

で、サンドイッチを作りました。
な〜」と出来上がりを楽しみにされ、
美味しそうに食べておられました。




 ユニット行事紹介
パンケーキ作り
 １月24日
２月14日 ココアプリン作り
 ３月18日 お寿司パーティー
お寿司パーティー 3/18
 【今後の予定】
出前寿司のメニューから入居者様にお好みのものを
４月
お花見
パンケーキ作り 1/24
選んでいただき、出前が届くまで楽し
 ５月 外出
入居者様にフルーツを
みにされておられました。
６月
おやつ作り
切
っていただいてパン
久しぶりのお寿司に皆さん喜ばれ、

ケーキを作り、来られて
笑顔がたくさん見られました。
いた家族様と一緒に食べ

ました。



 ユニット行事紹介
 ２月12日 海鮮丼
 ３月11日 たこ焼き＆焼きそば
作り

たこ焼き＆焼きそば作り 3/11
【今後の予定】
2/12
海鮮丼
 ４月 お花見
皆さんがお好きなたこ焼
昼食の海鮮丼を目の前にす
きを作りました。出来上が
５月
植物園に外出（予定）
 ６月 カフェに外出
ると「わぁ、
すごい豪華やね」 りを心待ちにされ、あつあ
と喜んでおられる
つのたこ焼きを美味しそう

姿が見られました。 に召し上がる表情が印象的
でした。
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ユニット行事紹介

１月17日 にぎり寿司御膳
にぎり寿司御膳 1/17
29日 おしるこ作り

３月４日 ハンバーガーパーティー
ユニット内でにぎり寿
ハンバーガーパーティー 3/4

（マクドナルド）
司と揚げたてのてんぷら
めったに召し上がることがない、マクドナルド
19日 お好み焼き作り
を食べました。

のハンバーガーを職員がテイクアウトしてきまし
目の前で寿司を握る姿
た。
「こんなん食べたことないわ」と言いながら食
【今後の予定】
を見ながら、美味しそう

べておられる方もいらっしゃいました。ソフト食
４月
お花見弁当
に召し上がられました。
の方にはデザートにシェイクを召し上がっていた
５月
たこ焼きパーティー

だきました。
６月
お出かけ企画

回転寿司 ｢にぎり長次郎｣
2/15

2 月生まれの石田様と馬渕

様と家族様も一緒にお二人の
お好きなお寿司を食べに行き

ユニット行事紹介
ました。お二人ともとても箸
が す す み、 た く さ ん 召 し 上

２月15日 外食「回転寿司にぎり
がっていました。
長次郎」

お寿司パーティー 3/9
３月９日 お寿司パーティー
毎年３月にユニット恒例行事の
「雛の宴」

が、新型コロナウイルス感染症の影響で開
【今後の予定】
催することがで

４月
お花見弁当
きなかったので、
５月
外出（春の行楽）
出前寿司を注文

６月
おやつ作り
してお寿司パー

ティーをしまし
た。

初詣(長岡天満宮)･ドライブ&

スイーツ 1/5

女性３名の利用者様と長岡天満
宮に初詣に行きました。

初詣後にドライブをして、途中
小倉山荘でスイーツを食べまし
ユニット行事紹介

た。好みのスイーツを
選ばれ、楽しそうに笑
１月５日 初詣／ドライブ後スイーツ

談されていました。
を楽しむ

14日 ドライブ（宇治へ）
お好み焼き作り 2/16
３月16日 お好み焼き作り
利用者様にキャ ベ ツ を

21日 菜の花の天ぷら作り
切っていただき、お好み焼
き を 作 り ま し た。 生 地 を

【今後の予定】
ひっくり返す時には、形が
４月
お花見

崩れないように「せーの！」
外出（長岡天満宮のキリシマ と掛け声をかけな が ら 焼
５月

ツツジ鑑賞）
き、出来上がったお好み焼
６月
クッキング
きを「美味しいね。
」と言っ

て食べておられました。
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紫陽花 ・ 菖蒲
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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、ユニット雲の千坂様と髙見様の
お話をご紹介させていただきます。

母

千坂

晶子 について

清水

陽子（長女）

母は大変家庭的であり、そして行動的な人でもありました。書道師
範となり、子どもたちに長年にわたって教えたり、子育てが落ち着い
た頃は、水墨画や社交ダンスを習い、趣味を楽しんでいました。私の
子どもの誕生日にはプレゼントを欠かさず、優しく孫を見守ってくれ
ました。そんな母が10年近く前から物忘れが多くなり、世話をする父
も困り果て、私たち家族が両親のもとに移ってきて、介護生活が始ま
りました。何も分からず、孤軍奮闘で閉塞感の中で気が滅入りそうな
こともありましたが、母の純粋な笑顔に救われ、５年の在宅介護を頑張ることが出来ました。
縁あってこちらにお世話になり、思いやりあふれた生活の中、在宅では至らなかったと反省す
ることもありましたが、看護師さんの「お母さんがここで笑顔で暮らせているのは娘様のやっ
てきたことが正しかったからですよ」という言葉で肩の荷が下りました。このような場所で穏
やかに暮らせる母を幸せに思います。
職員の皆さま、これからもよろしくお願いします。

母

髙見

いつ について

髙見

芳伸（長男）

スタッフの皆様には、いつも母がお世話になり、ありがとうござい
ます。
母は滋賀県で生まれ、結婚後京都に住み、戦後長岡京市に引っ越し
て現在に至っております。
いつも忙しく元気に父と商売に励んでいた姿を思い出します。父は
職人気質な性格で、母の気苦労も多かったのではないかと思います。
今と違い体が元気な頃は、地元の方々と一緒にゲートボールやグラン
ドゴルフに興じておりました。何につけ、一生懸命生きてきたようです。今は少しゆっくりと、
余生を楽しんでおります。
最近は新型コロナウイルスの関係で面会も遠慮しており、何かと暗いニュースが多いですが、
面会の折には母の明るい表情を見るのを楽しみにしております。
今年の春過ぎに103歳を迎える予定です。耳が少し遠いので、お世話いただくスタッフの皆
様にはお手数をおかけすると思われますが、よろしくお願い申しあげます。
母には、いつまでも明るくそれなりに元気に暮らしてもらいたいと思っております。
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施設の取り組み
★新型コロナウイルス対策につきまして
マスコミ等でも報じられていますように、新型コロナウイルス感染
症は、クラスター感染（集団感染）を含めて、全国各地で発症者の増
加傾向が続いています。
天神の杜では、２月26日から、緊急やむを得ない場合を除き、家族様のご来訪をご遠慮いた
だくとともに、ボランティアの皆様の活動を停止していただいています。また、納品業者等の
皆様には、検温・手指消毒・マスク着用をお願いし、体温と来訪時間等を記入していただいて
います。
家族様、ボランティア様をはじめ関係者の皆様には、大変ご心配とご迷惑をお掛けしていま
すことをお詫び申しあげますとともに、ご理解とご協力をいただいていますことに深く感謝申
しあげます。今後とも定期的に経過及び状況等についてご連絡・ご案内をさせていただきます。
法人・施設として、厚生労働省をはじめ関係機関から出される情報を注視するとともに、対
応や対策についての検討を重ねています。また、入居者様に併せまして職員の健康管理・体調
管理にもできる限り努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をいただきますよう宜し
くお願い申しあげます。

★サービス向上委員会によるアンケート結果につきまして
昨夏に実施させていただきました、家族様・入居者様・利用者様へのアンケートにつきまし
て、大変遅くなりまして誠に恐縮ですが、３月末までに送付させていただきますので、ご確認
いただければと存じます。
以前にも書面にてお伝えしましたように、同時期に職員向けのアンケートを実施しており、
サービス向上委員会でアンケートを集計し、各部署に配布・回覧するとともに、すべてのアン
ケート結果の概要を職員向けに掲示いたしました。
アンケートで寄せられましたご意見やご提案を受けまして、サービス向上委員会では身だし
なみチェックのポスター掲示を通じて、職員への意識喚起を行いました。また、アンケート結
果を受けて検討する関係会議・委員会の進捗状況の確認やすり合わせを随時行い、サービス向
上委員会での検討や振り返りに繋げてきました。
また、特養リーダー会議や在宅介護課会議という職制を軸とする会議や、衛生委員会や事業
検討会議という、より具体的なテーマや分野を扱う場で、検討を行ってきました。家族様・入
居者様・利用者様からの意見や提案に対する検討を第一にしながら、職員から寄せられた意見
や提案についても、職場環境や安全性向上を含めて、幅広く検討や改善を行ってきました。詳
細につきましては、アンケート結果をご覧いただければと存じます。
今後とも、サービス向上やより良い施設運営・ユニット運営に努めてまいりますので、ご理
解とご協力をいただきますよう宜しくお願い申しあげます。
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お知らせ
●４月のお茶会について
今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、恒例のお
茶会は中止とさせていただきます。とても残念ではあります
が、せめて春の季節を感じていただきたいと、４月２日のお
やつの時間帯に春らしい和菓子をご用意させていただきます。
一日も早く新型コロナウイルス感染症が収束に向かい、日
常を取り戻せるよう、願っております。
皆様もくれぐれもご自愛ください。

皆様へのご報告

−イメージ−（昨年の和菓子）

（2019年12月26日から2020年３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。
矢野

裕之

様

ユニット朝日

１月６日入居

昭和15年３月６日生（男性）

田輪 ひろ子

様

ユニット太陽

１月25日入居

昭和３年１月15日生（女性）

中川

ふさ

様

ユニット雲

２月18日入居

大正14年７月18日生（女性）

林

秀一

様

ユニット空

２月27日入居

昭和３年３月12日生（男性）

木村

琴榮

様

ユニット空

３月11日入居

大正15年７月13日生（女性）

桑谷

禮子

様

ユニット朝日

３月17日入居

昭和５年７月27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。
髙田

よし

様

１月14日死去

享年100歳

中野

曜子

様

２月２日死去

享年 86歳

堤

英子

様

２月17日死去

享年 90歳

岩﨑 志つゑ

様

２月27日死去

享年 95歳

帯屋

様

２月29日死去

享年 87歳

照子

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
＊

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 ]

