
月 日　　程 行　　事 場　　所 内　　　　　　　　　　　　　容 参　加　者

4  6日（水） お花見（桜） 八瀬川  天気は晴れ、気温も暖かく、桜も満開であった。桜の木の下でコーヒーを飲みな 　6名

13：45～15:30  がら楽しいひとときを過ごした。  檜山、齋藤

19日（火） 口腔ケア こころ食堂  関口先生と歯科衛生士の方による参加者の口腔内の確認や相談等を行った。 　8名

15：10～16：10 関口歯科  最後に正しい歯磨きの仕方のお話しもしていただいた。  檜山、齋藤、横田

26日（火）・27日(水） 外食ツアー 味の民芸太田店  参加された入居者の方々は、いつもより食欲があり美味しそうに召し上がられて  14名

11：00～13：00  いた。食後にはデザート等も注文されていた。  職員全員

5 12日（木） お花見（ドライブ） 太田市北部  天気に恵まれて、とても良いお花見ドライブであった。花はほとんどなかったが   5名

13:45～15：30 運動公園  風が気持ちよく気分転換になった。参加された方々は大満足であった。  檜山、齋藤

14日（土） 転倒予防教室 こころ食堂  転倒の原因や要因等のお話しをして頂いた。（デイサービスreスタートのＰＴ・  18名

14:00～15:00  関口様）。その後、イスに座りながらのストレッチと頭の体操もした。  施設長、檜山、齋藤

19日（木） 行事食 こころ食堂  参加人数が少なかったが、スムーズに作業が流れて段取りどおりに行なえた。   5名

　9:00～11:00 耳うどん  カレー汁、けんちんの２つを作り”耳のカタチ”のうどんもとても美味しかった。  檜山、齋藤、横田

26日（木） 慰問 こころ食堂  今回は、歌の他にダンス、施設職員や入居者とのデュエットもあり、とても楽し  26名

14:00～15:15 一条たかし歌謡ショー  く、入居者の方々も大変喜ばれていた。  施設長、檜山、齋藤、森田

6  2日（木） 食中毒について こころ食堂  こころの森田栄養士による食中毒の予防についてのお話しを分かりやすくして  17名

10:15～10:50  頂いた。その後、食中毒についての紙芝居も行った。  檜山、齋藤、森田

29日（水） 紫陽花見学 能護寺  毎年、雨天中止となっていた久しぶりの紫陽花見学。曇っていたが気温もちょう   4名

13:45～15:30  どよく、紫陽花もたくさん咲いていた。帰りは妻沼・道の駅によりアイスを食べた。  檜山、齋藤

7 20日（水） 遠足 赤城山  天気に恵まれて（太田市内は３０℃以上の晴天）、大沼では気温２１℃ということ   8名

  9:40～15:40  もあり、風が少し冷たかった。昼食をとり、その後は赤城神社へ。帰りは花木セン  施設長、檜山、齋藤

 ターにて買い物等、楽しい遠足となった。  森田

26日（火） 慰問 こころ食堂  学童の子供たち３０名が歌、手話、ハンドベル演奏をしてくれた。最後は、ソーラ  23名

14:00～14:30 学童さくらんぼクラブ  ン節を踊り、盛り上げてくれた。  檜山、齋藤、横田

8 25日（木） 音楽レクリエーション こころ食堂  歌を唄いながら、手や頭の体操をした。合間には映像で昔の群馬県を見た。  14名

14:00～14:25 カラオケＤＡＭ  カラオケＤＡＭのお姉さんの歌も上手であった。  檜山、齋藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　　行事報告　　　　　　　　　　　　　ケアハウス　こころ



月 日　　程 行　　事 場　　所 内　　　　　　　　　　　　　容 参　加　者

8 30日（火） 夏祭り こころ食堂  お祭りメニューの手打ちうどん、五目いなり、のり巻き、かき氷等とても美味しか  入居者全員

17:00～19：30  った。演芸ではカラオケの飛び入り参加も多く、みなさんと一緒に楽しいひととき  職員全員

 を過ごした。

31日（水）・9/1(木） 外食ツアー 回転寿司  入居者の方々に人気がある回転寿司は、お寿司の他、ラーメン、パスタそして、   19名

11:15～13:00 魚べい  デザートも豊富で、みなさん色々好きなものを食べていた。また、参加したいと 職員全員

 いう声が多かった。

10 19日（水） コスモス見学 伊勢崎市  曇りであったが、時折晴れ間が見られた。コスモス見事に咲いておりキレイだっ     3名

13:45～15:30 小泉稲荷  た。コスモスの持ち帰りが可能であったため、たくさんいただいてきた。  檜山、齋藤

22日（土） 転倒予防教室 こころ食堂  公益財団法人脳血管研究所美原記念病院のＰＴ吉田拓氏による転倒予防教  施設長、檜山、齋藤、横田

14:00～15:00  室であった。転倒の影響（転倒した際、骨折しやすい部位、痛い思い、大変な

 思いをする、頭部外傷等）や転倒する原因は何であるのか等、様々な話をして

 いただいた。その後、椅子に座ったままの両足・両手運動等とてもわかりやすく

 楽しみながらの身体及び脳の運動であった。

11 ４日（金） 魚解体 こころ食堂  金谷さんによるうどん作りと調理員による魚（鰤）の解体ショーを行った。鰤の解  入居者全員

9:00～11:15 うどん打ちショー  体ショーでは、鰤を切り身にしてから見学者の方々に少しずつではあったが、  職員全員

 味見してもらった。切り身にした鰤は、昼食時ににぎり寿司として、うどんはつけ

 麺にして入居者の方々と職員がいただいた。鰤が新鮮であったこともあり食した

 方々は、とても美味しいと口々にされており大好評であった。

18日（金） 鮭の遡上見学 利根大堰  天気が良く、とても暖かい日であったが残念ながら鮭を一匹も見ることが出来な 　　5名

13:45～15:15  かった。  檜山、齋藤

12 15日（木） 慰問　クリスマス こころ食堂  ヘルパーの養田さんと友人２人で、ハンドベル、腹話術等を行い、クリスマス 　 19名

14:00～15:00 レクリエーション  ソングは入居者の方々と唄った。その他、タングラムシアター（演劇）は、職員も  施設長、檜山、齋藤、横田

 参加させて頂きパネルを使用しての物語を行った。最後は、ビンゴゲームで盛

 り上がった。

1 4日（水） 初詣 冠稲荷神社  天気が良く、とても暖かい日であり参拝者も多かったため、１０分程並んでから 　　4名

13:45～15:00  お参りをした。帰る前に甘酒をいただいてからゆっくり帰って来た。  施設長、檜山、齋藤

12日（木） 慰問 こころ食堂  昔の懐メロをたくさん歌っていただいた。参加された方々も口ずさみながら楽し 　 22名

14:00～15:00 一条たかしショー  い時間を過ごした。  檜山、齋藤、横田



月 日　　程 行　　事 場　　所 内　　　　　　　　　　　　　容 参　加　者

1 24日（火） 白鳥見学 多々良沼  風がとても強く、寒い日であったがカモが目の前でエサを食べていたり、白鳥の      3名

13:45～16:00  群れが見事に素晴らしかった。  檜山、齋藤

2 24日（金） 慰問 こころ食堂  稲荷幼稚園の年少さんたちが遊びに来てくれました。先生方の出し物や子供た 　 21名

10:30～11:20 稲荷幼稚園  ちによる歌や手遊びに入居者の方々も一緒に楽しみながら参加されていた。  施設長、檜山、齋藤

28日（火） 慰問 こころ食堂  昔の懐メロが次々と流れ、アコーディオンの音色に合わせながら参加者全員で 　 17名

14:00～15:00 アコーディオン演奏  歌を唄いながら楽しんだ。  檜山、齋藤、横田

3 4日（土） 健康・予防教室 ＢＨＴ  ブルーメンハイムトーホーにて、看護師の金子先生による健康教室であった。      6名

14:00～15:20  日常の健康管理についての講話を聞かせていただき、大変勉強になった。  施設長、檜山

30日（木） 春祭り こころ食堂  入居者の方々による歌やダンス、職員による出し物等楽しいひとときを過ごした。 入居者全員

17:00～19:00  料理では、金谷さんの手打ちうどん、生寿司、きんぴら、たこやき等とても美味し  職員全員

 くいただいた。



月 職種・参加者
６ 　クララトーホー症例研究発表会 調　 理 　員

　（クララトーホー） 吉田　  由佳

　平成２８年度群馬県老人福祉 栄　 養 　士

　施設協議会栄養調理研究部会 森田　  治夏

　「施設視察研修会」

　（群馬県老人福祉施設協議会）

　平成２８年度医療・介護講演会 施　 設 　長

　（藤和グループＮＰＯ法人 白川　　幹子

　 ケアサポート愛） 介 護 職 員

齋藤　由香利

７ 　平成２８年度栄養調理研究 栄　 養 　士

　部会「調理実習研修会」 森田　  治夏

　（群馬県老人福祉施設協議会）

９ 　真鍋先生によるメンタルヘルス 介 護 職 員

　対策研修 檜山　 早霧

　（藤和グループ研修教育委員会）

 桐生市民会館スカイホール

 　・介護老人福祉施設「あしかり園」

　 ・キューピータマゴ株式会社東京工場

　ニューサンピア高崎

　前橋市保健センター

　モネラ菌がいると言われていたが、卵の中にも菌がいるそうだ。殺菌卵を使用すれば安全面を

　クリアした卵料理が作れるとのことであった。その後、殺菌卵で作るスパニッシュオムレツ、親子

　藪塚文化ホール

　煮、ピカタ、プリン、玉子スープ等調理し試食。今後、料理によって使い分けてみたいと思う。

　うつ病にかかる患者は、男性が女性より１．７倍多く、自殺をしてしまうのもほとんどが男性である

　とのこと。そして、４０歳代のうつ病患者も多いということも衝撃であった。うつ病の原因は、「ストレ

　ス」＝長時間労働によるパワハラ、セクハラ、いじめ等であり、それを相談できないという現状が

　ある。

　もあり、参考にしたいと思った。

　介護老人福祉施設あしかり園の施設見学においてユニット型の食事風景・厨房を見せて頂い

　た。今後の自分達の取り組みについても考えさせられる講演であった。

　「割卵の手間がいらない殺菌卵で作るキューピーおすすめ卵メニュー」という実習内容であっ

　た。始めにたまごの勉強会を行ったが卵の栄養が見直されており、今までは卵の外にだけサル

　駒井和子理事長を講師に迎え、「これからの医療と介護」についての講演会であった。近年の

　医療・介護制度の動向について新たな視点で地域社会を支援していく取り組みが求められ、

　医療・介護従事者としての責務が問われている。今後の国の医療・介護制度改革等大きな問題

　が山積みだが、多職種連携をとり包括ケア推進をしていく。他に認知症についてもお話しされ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　　職員施設外研修        　　　　　　　　ケアハウス　こころ

研　　修　　名　・　場　所

　た。入居者の方々は、穏やかな様子で食事をゆっくり召し上がられていた。キューピータマゴ

　工場見学ではたくさんの卵を割っており試食をさせて頂いた。

研　修　内　容　・　結　果
　クララトーホーにて実際に行なっていること、それに伴った結果等、写真や動画を交えての発表

　であった為、わかりやすくとても勉強になった。いくつかの事例は日常業務にも応用できるもの



月 職種・参加者
１１ 　平成２８年度群馬県老人福祉 生活相談員

　施設協議会事務研究部会 横田由佳理

　第二回研修会

　（群馬県老人福祉施設協議会）

　平成２８年度第１回群馬県老人 生活相談員

　福祉施設協議会東毛ブロック 横田由佳理

　職員研修

　（群馬県老人福祉施設協議会）

　第９回ＱＣ活動発表会 調　 理　 員

　（東邦病院） 小澤富美子

２ 　平成２８年度軽費老人ホーム・ 生活相談員

　ケアハウスリスクマネジメント 横田由佳理

　研修会

　（群馬県老人福祉施設協議会）

　群馬県市町村会館

　防止の仕組みを作る』こと。

　群馬県社会福祉総合センター

　ジメントにかえる必要性がある。（事故の原因は主に人のミスだから、事故を防止するには「人が

　ミスをしないように管理」する。人にミスをさせる原因も含め事故原因を究明し除去する活動を

　行い、”職員のミス”と決め付けずミスの原因を把握し改善する。人がミスをしても事故に繋がら

　ない仕組み作り、人がミスをした時ミスを発見するチェックの仕組みが重要である）『事故防止

　活動は職員が個人で取り組んでも成果は上がらない。効果を上げるには「組織で取り組み事故

　これからも厨房の一員として、常にコスト意識を高め、業務を行っていきたいと思います。

　「（㈱安全な介護」代表取締役山田滋氏による「ケアハウス（軽費老人ホーム）のリスクマネジメン

　ト」、「事例から学ぶ相談員の事故対応～事故対応による家族トラブルを防止するために～」と

　題しての講演であった。現在、介護施設（特に入所施設）は、時代が厳しくなってきており、トラ

　ブルになりやすいケースが多いため、古いリスクマネジメントをしている施設は、新しいリスクマネ

　笠懸野文化ホールパル

　「コストを意識した業務」を共通のテーマとして、９つの発表があった。全ての発表から、「これっ

　て本当に必要な事？」を考え、業務の能率化やコスト削減がされており、無理、無駄を省きなが

　ら成果を上げている。こころの厨房でも、みんな意識が高く、工夫しながら業務を勧めています。

　一つの例ですが残食の計量機が使用できなくなった時、油をさし工夫しながら使用しています。

　ティアラグリーンパレス（太田市）

　ＦＭぐんまアナウンスセミナー清水由美さんによる接遇研修であった。相手に対して心を伝える

　話し方、好感を与える話し方、そして、聞き取りやすい声でわかりやすく、気遣いある話し方を

　実践を交えて講演をしていただいた。

　参加してきた。

　群馬県社会福祉総合センター

研　修　内　容　・　結　果
　群馬県健康福祉部健康福祉課係長青柳尚志氏による「社会福祉法改正について」の説明と、

　群馬県立県民健康科学大学診療放射線学部准教授五十嵐博氏による「うっかりミスはなぜ起

　きる」と題して、ミスの種類、法則、なぜミスは起きてしまうのかのメカニズム等についての講演に

研　　修　　名　・　場　所



月 職種・参加者
２ 　生活相談員研究部会軽費・ 生活相談員

　ケア研修 横田由佳理

　（群馬県老人福祉施設協議会）

３ 　平成２８年度民間社会福祉施設 生活相談員

　職員等退職手当共済事業実務 横田由佳理

　研修会

　（群馬県社会福祉協議会）

研　　修　　名　・　場　所 研　修　内　容　・　結　果
　ケアハウスたかちほ丸山修一氏による「ケアハウスの防災について」と「ブロック別情報交換会」

　の研修であった。ケアハウスにおいての防災というものは、職員数の少なさや入居者の重度化

　等が考えられることから、職員全体が施設内の理解（消火器の場所・取り扱い様々な必需品の

　国の退職金制度について、福祉医療機構共済部退職共済課、県単共済制度について、群馬

　県社会福祉協議会の職員による退職手当共済事業実務研修会に参加した。

　群馬県社会福祉総合センター

　群馬県社会福祉総合センター

　状況）、施設外の理解（風水害等の自然災害、お店の場所、道路状況を改めて見直す）をして

　おくことが必須項目となる。防災を知る上での知識は、『防災の「知識」は一番安い防災のツー

　ル（ケアの必需品）』である。一人でも多くの入居者を救助するためには、まずは自助が重要で

　ある。情報交換会では服薬の種類・副作用、指導監査で主にチェックされる項目の内容等の

　話がされた。



　


