粕屋西小

車いす体験

職員レ

6月28日、粕屋西小学校体育館にて4年生の総合学習の
一環として車いす体験を行いました。車いすの安全な操作
の仕方や自力走行、2人1組でのスロープ走行や声掛け等
を体験していただきました。体験後にはこの体験を今後に
活かしたい等心温まる感想をいただきました。

クリエーション

7月12日、かすやドームにて職員レクリエーションを行い
ました。今年はソフトバレーを行い、部署混合のチームを
組んで、交流を深めることができました。運動不足のせ
いか、年齢のせいか、気持ちに体がついていかない場面
もありましたが、笑いあり、勝負のドキドキもあり、大い
に盛り上がりました。

研 究 発 表 in 熊 本

緑 の 里 だ よ り
基本
理念

ふんわりと暖かく、清くさわやかに
絆を大切に、福祉を通じ広く地域社会に貢献する

お知らせ

7/13〜14 九州老人福祉施設職員研
究会（熊本県）に参加しました。「介
護人材の定着・確保・処遇改善」に
ついての研究発表を行いました。
他施設の方たちの前で大変緊
張もしましたが、緑の里が 取
り組 んでい ることを 発 表し、
多くの方に知って頂くことが
できました。

①緑の里のホームページをリニューアルしました。
ホームページからも「緑の里だより」を閲覧できます。
②今年度は毎年実施していました「利用者満足度調査」は
実施しません。
③社会福祉法人 三活会「緑の里」
創立20周年記念式典記念講演
「多世代交流・共生のまちづくり」

ボランティア（※敬称略）ありがとうございます。

講師

粕屋ハーモニカサークル ハーモニック・コスモス/KASUYA麻生医
療福祉専門学校/かすや児童合唱団さくら/奈良和服専門学
校/荒川 トミヨ様/WITH YOUダンスユニット/和太鼓スタジ
オ壱鼓館/大和撫子ひなあられ隊/笑いヨガ倶楽部/四季の
会/福昭ビルサービス/JA仲原支所/粕屋商工会青年部/粕屋
町ボランティアセンター /SunSunかすや新風会

ルーテル学院福祉大学

市川 一宏 教授
日 時 平成29年11月16日（木） 11時〜12時
場 所 サンレイクかすや さくらホール
※ 入場無料です

お問合せ先
特別養護老人ホーム
ユニット型特別養護老人ホーム
ケアハウス
デイサービスセンター
ショートステイKizuna
介護支援サービス
配食サービス

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

939-3711
939-3711
939-3711
939-3366
939-3739
939-1321
939-4155
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〒811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿524番地の1
ホームページ http://www.mikatsukai.or.jp

Facebookはじめました。

いいね！

お待ちしています。
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デザート

バイキング

特養運動会

ぐりーんふぇすた2017
9月10日（日）に『ぐりーんふぇすた2017』を
開催しました。今年は天候もよく、多くの方に
ご来場いただきありがとうございました。
敬老会での賞状の授与や太鼓や踊りの演芸な
どもあり、楽しい時間を過ごす事ができました。

6月23日、緑の里ではデザートバイキングを行いました。
厨房職員も一丸となり、味はもちろん盛り付けにもこだ
わった数種類のデザートを完成させ、準備完了！ご利用者
も自分の食べたいものを選び、普段とは違った雰囲気の
おやつタイムを笑顔で楽しんでおられました。

スイカ割り
デイサービスとケアハウス合同
でスイカ割りを行いました。大
きな丸いスイカを目の前にして
「いざ、割るぞ！」となると、と
てもどきどきしている様子でし
た。狙いが外れるとみんなの笑
い声に包まれて、盛り上がって
いました。最後はみんなでスイ
カを食べ、
「美味しいね」と
笑う笑顔が印象的でした。
また1つ夏の楽しい思い出が
出来ました。

そうめん流し

毎年恒例のそうめん流しを8/23〜25の3日間行いました。
流れて来るそうめんを上手にすくって食べて、大変喜ばれ
ていました。
皆さんから「美味しかった」
「楽しかった」と言っていた
だき、大変満足して頂くことができました。

7月2日に特養運動会が行われました。ご家族も一緒に参
加され、借り物競走やお菓子掴み等を行い、
「頑張れ」等
の声援や笑顔がたくさんみられました。

デイサー

ビス誕生会

デイサービスの春夏の方の
誕 生 会 で、職 員の 出し 物
や、誕生者の方と一緒に劇
やゲームをしてご利用者の
笑いも多く見られ、誕生者
にとっては特に楽しい記念
になる一日を過ごしていた
だいています。
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