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ボランティア様紹介
【順不同】

ートス テイのご利用者様お

１ １月の晴 天の日 、ショ
を披露してくださいました。

８名様が来苑され、『詩吟』

域交流センターに【絹和会】
・ｙｏｓａｋｏｉなごみ様様様様

バルーンアート

常総市 一言主神神神神社社社社

よびユ ニットのご入居者様
黒 田節など よく知 られた

フォークダンス、

・ふうせんの会様

で、常 総市にあります【一
唄を聞 きやすく紹介してい

手作りおやつ

１１月２８日、筑水苑 地

言主神 社】の菊まつりに行
ただきました。

・天満町シルバークラブ様様様様

ｙｏｓａｋｏｉおどり

ってきました。
きとみ かんに舌鼓を打ち、

菊を 鑑賞した後、大判焼
詩吟） といったところでし

りがあり、いぶし銀銀銀銀 （イブ

男性・ 女性の声にも渋く張

・池田はま江様

運動会

・ 常総市水海道第三保育所様

外のお いしい空気をいっぱ
ょうか？

ガマの油売り口上

南京玉すだれ、

い吸ってきました。
「一言願えば、御利益を

矢田部ちい子様
安来節、

大ちゃん数え歌（体操）
・絹和会様
詩吟
・龍龍龍龍 幸成様

ギター弾き語り

ありがとうございました。。。。

★★★★ おおおお知知知知らせ ★★★★

インフルエンザやノロ

ウィルス等の感染症が流

行する季節となりました。

筑水苑では、従来より、

様の面会時、ショートステ

ご入居者様の外出・ご家族
かみしばい、

イやデイサービスのご利

・りんご畑様

神様に 何をお願いしたので

よみきかせ

授けて くれる」といわれる
しょう？

用者様の入退所・ご家族様

の面会時等には必ず、手洗

・孝子＆＆＆＆絃妖様様様様
津軽三味線と

いとうがいを励行させて

願いいたします。

力をいただけますようお

今後とも、ご理解とご協

いただいています。

歌コンサート
・渕美会様
手作りおやつ （ロール
チュイール）
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１２月月月月

１９日・２３日

忘年会 （デイサービス）

１８日・２４日

クリスマスイベント、

ギター弾き語り

２１日 カラオケクラブ
２６日 歌・琴演奏

１１１１月月月月

７日・９日 初詣

【【【【 編集後記 】】】】

筑水苑だよりの冒頭を

いつものペーパークラフ

トではなく、今回はご利用

者様・ご家族様の笑顔で飾

りました。

ご利用者様のふっとの

ぞかせる屈託のない笑顔

がとても素敵で、記念に残

したいと思いました。

なったらいいなあと思い

笑顔あふれる筑水苑に
フラダンス、カラオケ、

ます。

フォークダンス、
常総ソーラン、合唱
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おおおお誕生会

ユニット通信

ユニ ットでは、ご入居者

様合同 の誕生会を開催して
います。

この 日、実習に来てくれ

ていま した筑波総合福祉専

門学校 ・介護福祉学科の学

生さん が、お誕生会に企画

参加してくれました。

みな さんで、童謡『虫の

こえ』 を合唱した後、手作

りの虫のイラストを見たり、

録音された虫の鳴き声 （ま

つむし 、すずむし、くつわ

むし、 こおろぎ）を聞いた

りして、秋の風情を 「虫当

てクイ ズ」と共に楽しみま
した。

機能訓練

ユニットのご入居者様は、

個別機 能訓練計画書に基づ

いて、 週３回機能訓練を受

けていらっしゃいます。

機能 訓練指導員の奏でる

ピアノ で、季節の唄や童謡

を歌っ たり、発声・発語訓

練、柔 軟体操等に時間をか

け、一 人一人声掛けしなが

ら行っています。

で、ご 入居者様・ご利用者
様・ご 家族様・地域の皆様

設より 十周年の節目を迎え

所とし て発足しました。開

所・指 定居宅介護支援事業

事業所 ・指定通所介護事業

設・指 定短期入所生活介護

日に指定介護老人福祉施

水苑は 、平成１６年８月１

数の方 々にご参加いただき

等の介 護教室を開催し、多

コーナ ー、バザーコーナー

ナー、 相談コーナー、作品

食・調 理法紹介の体験コー

椅子体 験・要介護体験・試

地域交 流センターにて、車

１０ 月１２日は、筑水苑

に楽しんでいただきました。

るにあ たり、記念行事を挙
ました。

ました 。ありがとうござい

正夢宝船」
【はつらつ一座様】

【髙橋 考様】・演劇 「夢は

彰 式 』・ 津 軽 三 味 線 生 演 奏

美明挨 拶、永年勤続十年表

祉法人筑水会理事長 今川

福祉グ ループ会長兼社会福

長 古谷博様挨拶、今川医療

城県老 人福祉施設協議会会

総市市長 高杉徹様挨拶、茨

学習セ ンターで、式典『常

午 後の部は 、常総 市生涯

おもてなしいたしました。

てお寿 司・焼鳥等の屋台で

筑水苑 地域交流センターに

１０月１１日午前の部は、

行致しました。
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イベントがいっぱい
筑水 苑地域交流センター

る色々なイベントを通して、

ご入居 者様・ご利用者様に

楽しんでいただきました。
ありがとうございました。

信

ショート

ショ ートステイのユニッ

ステイ のユニットに、よみ

１ ０月２８ 日、シ ョート

かみしばい

トで、 手作り昼食や手作り

きかせグループ【りんご畑】

手作りりりり昼食・おやつ

おやつを始めました。

きました。もちろん、咀嚼・

作り、 召し上がっていただ

ご利用 者様と職員で楽しく

ご利用 者様も一緒に歌い、

と『歌 』を同時に楽しめ、

スタイルで、『よみきかせ』

昔懐かしい『かみしばい』

の下拂 有子様と草野美津子

嚥下・ 消化・カロリーに問

楽しいひと時でした。

や きそば、 目玉焼 き、焼

１０月９日、ショート

題がな いように工夫がなさ

様が来てくださいました。

ステイ主催イベントとし

れ、お いしく食べていただ

きおにぎり、白玉団子など、

て、
【ＹＯＳＡＫＯＩなご

きました。

小物も とても素敵でした。

きました。振付・衣装・

い踊りを披露していただ

み】１１名様に、よさこ
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通
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