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思い　生きがい　明るい笑顔　自立支えるさわやか介護
末永く在宅生活続けるために「水・食事・排泄・運動」すすめよう！

平成29年度 さわやか介護 スローガン

さわやか荘訪問看護ステーション
さわやか荘定期巡回随時対応型訪問介護看護

9月24日、さわやか介護入所利用者様の合同敬老会に津田高校音楽部の皆さんが演奏に来てくださいました。



百歳以上の利用者様の記念撮影

ご長寿おめでとうございます

88歳

102歳 101歳

101歳 101歳 101歳 101歳 100歳 102歳 100歳

猪塚 ミツ様 吉　 徳一様

4月20日に百歳になられた木内
艶子様のお祝いに、9月27日、さ
ぬき市長寿障害福祉課の方が来
てくださいました。

家の用事をして身体を動か
すこと。

野崎トシ子様

94歳

笑う事が長生きの秘訣です。

中野　孝様

99歳

元気にデイサービス通うぞ～ !!

三木アヤ子様

92歳

人を助けて自分が助かると
いう気持ちが大事。

川原　實様

玉久 隆子様 三田ミツエ様 入江サカエ様 濵﨑千代子様 鴨井シズコ様 山田 時枝様 木内 艶子様

百歳おめでとうございます

利用者様の暮らし

入浴の直前に看護師が
体温・脈拍・血圧を測定
しています。

毎月、体重を測定し
て栄養状態等をみ
るなど、利用者様の
体調管理につとめ
ています。

さわやかホーム（特養）では、「水・食事・排泄・運動」の4つの基本ケアに取り組んでいます。平成
24年8月「おむつゼロ」（全員トイレで排泄）、ほぼ「全員普通食」を達成。その後「おむつ・流動食」
状態で入所した人も次々と改善。利用者様の認知症の症状（ＢＰＳＤ）もよくなっています。

健康管理

車椅子の方も歩行器を使って歩行練習をすすめています。

歩行器歩行は毎日の積み
重ねが大切です♪今日も
笑顔で1日6000歩！「立つこと・歩くこと」が基本！

毎日、ご飯とお汁は出来立てです。
その人に合わせて軟飯や全粥等の人
もあります。

昼　食

9月はお彼岸にちなんで、おはぎを
作りました！季節を感じていただけ
るメニューを考え、毎月おやつ作り
を行っています♪

おやつタイム

健康維持のため、毎日、午前と午後に
ラジオ体操を行っています。両手を大
きく広げたり、足踏みしたりと皆さん
頑張って取り組まれています！

みんなで体操

発声練習や舌の運動など、お食事前のお口の
体操を皆さん楽しみながら実施しています。

口腔嚥下体操

洗たくたたみ

本を読んだり、テレビを観たり、
おしゃべりしたり…お好きな時間
を過ごしていただいています♪

余　暇

天気のよい日は散歩に出かけます。外
の新鮮な空気を吸って気分も爽快！

散歩・外出は積極的に

紅茶やコーヒー、甘酒
など、個々の好みに応
じて日替わりで飲み物
を準備し、利用者様が
水分を摂りやすい環境
を整えています。1日
1,500mlの水分補給を
目標としています。

ティータイム

さわやかホーム入所定員：30名・短期入所5名　平均要介護度：3.5　特養の入所基準は要介護3以上（短期入所は要支援以上）

7：00頃
起床・朝食

昼食

就寝

夕食

8：00

12：00

13：00

15：00

18：00頃

「ペー！」唾液の
分泌が促進され
ます。

洗濯たたみ
は毎日の日課
です。

ご飯はやっぱり
炊きたてがいち
ばーん！

介護老人福祉施設さわやかホーム介護老人福祉施設さわやかホーム
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夏の思い出夏の思い出
グルー

プホームさわやかハウス

ウォークラリーを開催しました！

津田の松原海水浴場
夏越祭（津田八幡宮）

誕生日外出 お寺巡りをして来ました

地域資源を活用・コミュニティバス
さわやか祭りバザー商品の製作

サツマイモを収穫しました！
スイカわり

お楽しみバイキング射　的

花　火 魚つり

カレンダーづくり

できない事ができるように！できる事は生活の中に取り入れます。在宅生活を続ける為に…

通所リハビリテーション通所リハビリテーション

グループホームさわやかハウスグループホームさわやかハウス
毎日楽しく健康づくり！ Let’s 宴JOY♪

　午後の活動の時間を使ってウォークラリーを行いました！歩
行、クイズ、体操、階段昇降、ゲーム、スタンプ押し等のチェック
ポイントをクリアしていきました。遊びや脳トレの要素を取り入
れながら、身体の活動量を上げるイベントとなりました。

午

　日頃、さぬき市コ
ミュニティバスを受
診等で利用されてい
る利用者様が中心に
なり、行き先や運行
時間を事前に調べ、
うどん源内までお食
事に行きました。 　バザーの売り上げは、地域貢献に使わせていただいていま

す。昨年度は津田高野球部にボールバックを寄贈しました。

　季節に合わせた行事や、利用者様の要望を
取り入れたレクリエーションを行い、活動性の
向上を目指します。

利用者様一人一人にベストな安心と充実のケアを提供します

老人保健施設さわやか荘老人保健施設さわやか荘

クイズを3問解きながら、廊下
を歩行しました。皆さんは、上
の問題（赤茄子の読み仮名）が
分かりますか？答え：とまと。

　サツマイモを収穫しました。暑かった今年の夏も、
草取りや水やりの世話をしたので、立派に育ちまし
た。焼き芋にして、おやつでいただく予定です。

おじゃみを投げて、
的に当てるゲームで
す。5回投げた後、倒
した的に付いている
点数を合計しまし
た。（脳トレ）

チェックポイントをクリアすると、
カードにシールを貼ったり、スタン
プを押したりしました。

茅の輪をくぐり、無病息災をお願い
しました。薄暗い中の外出はちょっ
とワクワクしましたよ。

手作りカレンダー
など作品作りも行
っています。

タオルをたこ糸で力いっぱ
い絞り、完成品を想像し
ながら作りました。

神経を指先に集中し、細かい
作業をして、かわいいマグネッ
トを作りました。

クイズ＆歩行

絞り染めタオル

～夏の思い出作り～

マグネット作り

階段昇降

大窪寺

ゲーム

ウォークラリースタンプカード

育て隊あなたのヤル気！！守り隊あなたの機能！！デイサービスデイサービス

　今年も子供の頃を思い
出し、海水浴気分を味わ
うことができました。来年
もまた行きましょうね。

砂の感触が
気持ちいいわ～

うわ～
怖いなぁ…

皆で手を握って
海に入ろうなぁ。

やっぱりお寺は
落ち着くなぁ。

ハウスの
美人さん
で～す

がんばれ～！！

どれに
しようかな？

はや消えたわ～。

♥

縁日、花火等利用者様に夏を楽しんでいただきました★
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地域とのふれあい、学びあい

地域とつながる

　デイケアに東部児童館の皆さんが来てくださいまし
た。児童達が、歌やリコーダーの演奏を披露してくださ
いました。また、ボールやおじゃみを送って競争する
“物送りゲーム”や“ズンドコ体操”を一緒にして、利用
者様も楽しく身体を動かしました。

　さわやか荘での交流学習の
事前学習として、相談員3名と
作業療法士1名が講師として津田小学校を訪問しました。施設
の概要やお年寄りとの接し方について説明した後、持参した高
齢者疑似体験セットや車椅子、レクリエーションの道具を使用
して実際に体験してもらいました。

　9月29日に寺町、9
月30日に神野・松
原、10月8日に西町
の獅子連の皆さん
が、さわやか荘・ホー
ム・ハウスに来てくだ
さり、勇壮な獅子舞を披露してくださいました。利用
者様は大いに盛り上がりました。

　今年も津田高校音楽部の皆様が来荘され、『演歌メドレ
ー』等、迫力のある素晴らしい演奏と合唱で合同敬老会を
盛り上げてくださいました。参加された利用者様からも笑
顔が見られ心に残る楽しいひと時となりました。

　デイケアにメリーキッズの皆さんが来てくださいました。
軽やかなピアノの伴奏で、“リンゴのひとりごと”“うさぎと
かめ”“ふるさと”等の童謡を利用者様も一緒に唄いまし
た。また、風船バレーも大変盛り上がりました。

津田小学校5年生事前学習
合同敬老会 津田高校音楽部9

24

8
8

津田町ふれあいサロン代表者会に参加
8
29

9
29

獅子舞
津田秋祭り

9
2 メリーキッズの皆さんと交流

東部児童館の皆さんと交流

脚の体操 認知症予防体操の様子 ばんざーい

　さわやか荘サロン広報活動として
職員2名が参加。さわやか荘職員が各
自治会のサロンに出向いて、「失禁予
防体操」「認知症予防体操」等をいっ
しょに行うことができることをお話
し、早速いくつかの自治会から依頼を
いただきました。

認知症サポーター養成講座 in四国医療福祉専門学校
　さわやか介護各事業所の相談員4名は、四国医療福祉専門学校で認知症サポーター養
成講座をさせていただきました。
　講座では、スライドを使い認知症の基礎知識を生徒の皆さんに説明しました。また、グル
ープワークを行い、生徒と相談員で認知症の方が住みやすい地域について意見を交換しま
した。
　最後は教員と相談員の共演で寸劇を行い、認知症の方への対応を学んでいただきました。

　さわやか介護全事業所では、平成25年11月から「全職員リハビリテーションスタッフ化」を推進しています。「全職員リハ
ビリテーションスタッフ化」とは、全ての職種職員が利用者様個々人のリハビリを支援できるようにすることで、3つの方針
を主に実施しています。利用者様の歩数が向上したり着替えなどの動作が自立したりする例が徐々に増えています。

全職員が、利用者様の歩行運動や関節運動を支援して、
体力が維持向上するようにします。

7
20

全職員でリハビリを実施!!
～リハビリテーション推進室の取り組み紹介～

方針　：運動する

介護職員と歩行運動

さわやか荘職員と教員による寸劇

認知症サポーター養成講座

グループワーク

着替えや爪切りの見守り

みんなで風船バレー

全職員が、利用者様のレクリエーション等を支援して、楽
しみのある生活を送っていただけるようにします。

　リハビリ=機能訓練と言う
イメージがありますが、本来
は利用者様が「再び自分ら
しく生きること」をリハビリ
と言います。さわやか介護
では全ての職員が利用者様
のリハビリを支援することに
より、利用者様の体力が向
上して、できる限り自立し、
生きがいのある生活を送る
ことが実現できるよう心が
けています。

方針　：楽しく生活する

全職員が「過剰介護」をやめて、利用者様の自立（自分でで
きる事は自分でする）を支援します。

方針　：自立する

1

2

3
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地域とのふれあい、学びあい

地域とつながる
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の概要やお年寄りとの接し方について説明した後、持参した高
齢者疑似体験セットや車椅子、レクリエーションの道具を使用
して実際に体験してもらいました。

　9月29日に寺町、9
月30日に神野・松
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の獅子連の皆さん
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津田小学校5年生事前学習
合同敬老会 津田高校音楽部9
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津田町ふれあいサロン代表者会に参加
8
29

9
29

獅子舞
津田秋祭り

9
2 メリーキッズの皆さんと交流

東部児童館の皆さんと交流
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を主に実施しています。利用者様の歩数が向上したり着替えなどの動作が自立したりする例が徐々に増えています。

全職員が、利用者様の歩行運動や関節運動を支援して、
体力が維持向上するようにします。

7
20

全職員でリハビリを実施!!
～リハビリテーション推進室の取り組み紹介～

方針　：運動する
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さわやか荘職員と教員による寸劇

認知症サポーター養成講座

グループワーク

着替えや爪切りの見守り

みんなで風船バレー

全職員が、利用者様のレクリエーション等を支援して、楽
しみのある生活を送っていただけるようにします。

　リハビリ=機能訓練と言う
イメージがありますが、本来
は利用者様が「再び自分ら
しく生きること」をリハビリ
と言います。さわやか介護
では全ての職員が利用者様
のリハビリを支援することに
より、利用者様の体力が向
上して、できる限り自立し、
生きがいのある生活を送る
ことが実現できるよう心が
けています。

方針　：楽しく生活する

全職員が「過剰介護」をやめて、利用者様の自立（自分でで
きる事は自分でする）を支援します。

方針　：自立する
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社会福祉法人 津田福祉会　香川県さぬき市津田町津田2207番地　TEL 0879-42-1150　http://www.sawayakakaigo.or.jp/ 

新人職員紹介

木村　早苗
介護職員

多田夏野子
介護職員

申し込み・問い合わせ先：さわやか荘 TEL 0879-42-1150 担当：川根・長町

参加者大募集！松山満喫バスツアー

実習生受入れ

さわやか荘8：30発　松山城（ロープウェイ）→松山全日空ホテル（バイキング）→

道後温泉商店街散策・ぎやまんガラス美術館 などなど　　さわやか荘17：25帰着予定

行　程：

今年も行きます♪

松山城
道後商店街 ランチバイキング

さぬき市内で介護保険認定を受けているご家族を介護している人参加申し込み資格

日　時 11月3日（金・祝） （食事・バス代すべて含む）参加費 3,000円

家族介護者つどい旅行2017in愛媛

第18回

さわやか秋祭り

メイン会場プログラム

サブ会場

模擬店（バザー、出店）  13：00～

10月28日（土） 13時受付開始

ご来場お待ちしています!

13：00～受付開始
14：00～開会挨拶
14：10～城北獅子連による
　　　　獅子舞
14：25～職員による演技
14：40～All OK（おーるおーけー）
　　　　歌謡ショー
15：10～さぬき舞人による
　　　　演舞
15：30　閉会     

・利用者様・ご家族・一般
参加者の作品展
・さわやか介護事業所の
活動写真展
・さわやかフリーマーケット

・うどん ・わたがし ・ポップコーン ・パン ・さつま芋天ぷら　
・シフォンケーキ ・焼き鳥 ・肉だんご ・ばくだんアイス
・ホットコーヒー ・甘酒 ・ジュース ・金魚すくい ・ヨーヨー釣り ・射的

スタンプラリー（お子様のみ）やお楽しみ抽選会もあるよ♪

秋祭り用お花準備中 作品制作中！

　さわやか介護事業所では、実習生を毎年受入れています。
　今年度も9月から10月にかけて寒川高校看護科1年生7
名、香川県歯科医療専門学校3年生16名を受入れ、5つの事
業所で実習を行いました。利用者様も普段なかなか接する

ことがない学生との
ふれあいを楽しまれ
ている様子でした。
　11月には寒川高校
看護科2年生の実習
受入れを予定してい
ます。

寒川高校実習生

歯科医療
専門学校
実習生

よろしくお願いします
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