
平成30年11月号

【電車】
東武アーバンパークライン（野田線）

七里駅下車 徒歩１２分
【車】
・岩槻インターより車で３分
・大宮駅より車で２０分

【バス】
大宮駅東口から
「岩槻駅」又は「宮下」行き乗車２５分
「はんなわ橋」バス停留所下車 徒歩２分

第25号

詳しい情報はこちら→医療法人社団協友会 介護老人保健施設ハートケア東大宮
〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野45番地
ＴＥＬ 048-68216821 / ＦＡＸ 048-682-6823

★編集後記★

感染対策に努めましょう！！

インフルエンザ等、感染症の流行する季節となりました。
体調不良の方のご面会は、ご遠慮いただいております。

感染症予防のため、11月1日（木）より、施設内ではマスク着用のご協力をお願い致します。

● 手洗い・うがい
● マスクの着用
● 十分な休養とバランスの取れた食事を心がける

～予防法～
みんなで風邪・インフルエンザを予防しよう！！

広報
委員

発行 ハートケア東大宮 広報委員会

納涼祭をピックアップした「ふっとの」いかがでしたか？
今後も、広報誌「ふっとの」を通して、皆さんにハートケア東大宮の情報を盛りだくさんで
お送りしたいと思います！お楽しみに★

• 納涼祭 2 0 1 8
• お喜楽カフェ ハートケア
• 新入職員、異動職員紹介

• フロア活動紹介
• 父の日 食事試食会
• ハートケア ＮＥＷＳ

※ ご利用者様の写真については、ご了解を頂いております。

★増渕 勇人 （３階）
★染野 朋子 （栄養）
篠塚 智恵子（通所）

藤川 彰朗 （２階）
片山 匠 （２階）
橋本 尚子 （支援科）
出井 明莉 （事務）
水沼 千尋 （リハビリ）
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彩の国東大宮メディカルセンターより異動
してきました。
笑顔を絶やさず頑張りたいと思います。

・看護介護部 松本 有希子
Ｈ30.7.1付

・ 薬局 石川 明子
Ｈ30.8.1付

・看護介護部 神田 真一郎
Ｈ30.8.13付

・介護支援科 椎名 貴尚
Ｈ30.8.1付

・看護介護部 市川 敬雄
Ｈ30.9.1付

・看護介護部 市川 竜大
H30.9.1付

・ 運転手 相子 覚司
Ｈ30.7.23付

・運転手 渋谷 和男
Ｈ30.8.6付

■ ナーシングプラザ流山より、バイク２台到着！！

千葉県よりお越し頂きました！
ありがとうございます★
大切に使わせて頂きます！！

デザインはさいたま市のキャラクター
「ヌゥ」をモチーフに、
ハートケア東大宮バージョンへ変更♪
とってもかわいいですね★

■ 埼玉県地域リハビリテーション協力施設に指定されました。
平成30年4月1日（日）に当施設は「埼玉県地域リハビリテーション協
力施設」に指定されました。リハビリ職員２名が「いきいき100歳体操
研修」に参加し、認定証を頂きました。
今後の業務に生かしていきましょう！！

■ 未来くるわーく（職場体験）実施
7月に近隣の中学校より、「未来くるワーク」
（中学生職場体験）で男女各２名ずつ、当施設に

来て頂きました。3日間という短い間でしたが、福祉施設の仕事内容や、
雰囲気を感じて頂きました。
生徒さんは、挨拶も元気よく、笑顔でご利用者様と会話をしたり、一緒
にレクリエーションなどに参加して、楽しい雰囲気作りに一役担っても
らえたと感じました。
また来年も、是非当施設に来て頂けたらなと思います。

9月よりお世話になっております。
皆さんと楽しく仕事が出来る様
頑張っていきたいです。

今までの経験を生かして、ご利用者様一
人ひとりに対して良いケアを提供できるよ
うに頑張ります。

早く仕事内容を覚えて、入居者様に良い
環境で過ごして頂けるように、頑張ります。

安心・安全を第一に頑張ります。

杉並リハビリテーション病院より異動してき
ました。

初めてのことばかりで、ご迷惑をおかけす
ることも多々あると思いますが、１日でも早
く慣れるよう頑張ります。

彩の国東大宮メディカルセンターより異動
してきました。不慣れな点もあると思いま
すが、よろしくお願い致します。

安全運転を心がけて参ります。

よろしくお願いします！！
納 涼 祭 ★ ２ ０ １ ８
ハートケア東大宮

9月2日（日）に納涼祭を行いました。
今年の納涼祭のテーマは、「南国」でした★

当日はあいにくの天気で、室内のみでの開催となりましたが、大変多くのご家族様・地域の
方々にお越し頂き、大盛り上がりの1日となりました。

また当日は、ボランティアの方々の協力のもと、ケガや事故なく無事に開催することができ、
ご利用者様もご家族様との時間を楽しんでいらっしゃいました。

職員もハワイアンを意識した格好をしました受 付

カラフルなバルーンで飾りつけ♪

はい、チーズ★
盛り上がってます！

各ブース
室内開催でも楽しんで頂けるように、職員みんなで準備をしました♪
去年に引き続き、バルーンアートは、長蛇の列ができるほど人気でしたよ！！

★ 波乗りゲーム

★ 記 念 写 真 館

★ 金魚すくい
★ バルーンアート

★ ヨーヨーすくい

施設長の挨拶！

施設長の挨拶で納涼祭スタートです！
１階フロアは、とても賑わっています！！

司会進行のお二人も素敵です！
みなさん笑顔で楽しそう♪
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卵のおはなし・
簡単調理
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食事試食会を

開催しました♪

 

～オレンジカフェとは～

認知症の方とご家族様、地域住民、専門
職等の誰もが参加でき集う場所です。

7月15日（日）には 約40名の地域の方、
ご利用者様のご家族様が来所されました。
次回は11月11日（日）に開催されます。
どうぞ『お喜楽』にお越し下さい♪

6月17日（日） 食事試食会
～父の日に家族とのお食事を～

を開催しました。

13組22名と多くのご家族様に参加して

頂き、ご家族様とご利用者様の団欒の
場にもなりました。
ご参加頂いたご家族様、ありがとう
ございました。

ご参加頂き
ありがとう

ございました！

レクリエーションに
参加して

頂きました♪

★パフォーマンス★

和太鼓

ソーラン節
１Ｆのステージにて、ボランティアさん、職員による素敵な
パフォーマンスを披露して頂きました★みなさん釘付けです！！

♪迫力満点の演奏です♪
フロア全体に太鼓の音が響
き渡っています！！

フラダンス

会場が一気にハワイアンムー
ドになりました♪素敵です！

ハートケア東大宮の職員によ
るソーラン節を披露！
魂込めて踊ります！！

こちらは
ソフト食の
方用です！

★学生ボランティアの皆さん★
ご協力ありがとうございました！

お花のレイをつけて‥
とってもお似合いですね♪

昼食は、納涼祭のテーマが「南国」ということで、
大きなハンバーガーとポテトのプレートです★
ご利用者様に大好評でした♪

みんなで音楽に合わせて♪踊っていま～す！
ご利用者様と一緒に、納涼祭を楽しんでいます★
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年に１度の特別なイベント！ということで‥
ご利用者様も、キレイにメイクアップ♪
女性はメイクをすると気分が上がりますよね！
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イエーイ！
なぞの金髪登場！

豪華景品

ミラーボール
も輝きます！

また謎の外国人登場

あら！？プレスリー？

ビンゴ大会 音楽会

フロアにはミラー
ボールが飾られ、
スタッフが黒の
スーツに着替える
と、ご利用者様全
員の大ビンゴ大会
が始まりました。

職員による音楽会が開催され
ました。ハンドベル・木琴・水を入れた
コップで音階をつくり曲目当てクイズを
しました。最後はエレクトーン演奏にあ
わせてみんなの大合唱で素敵な時間を過
ごす事が出来ました。

カジノをイメージして職員
はスーツに着替えたぞ！

金魚すくい ヨーヨつり

みんなで大きな輪

を作り盆踊り！

9月16日（水）通所敬老会でお祝いしました。今年は古希・喜
寿・傘寿・米寿・卒寿・最高齢賞にあてはまる祝い年の方々に記
念状とお祝い品を贈呈することができました。これからも皆様の
ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。おめでとうございます！

通所納涼祭では、金魚すくい・ヨーヨーつり・盆踊り・スイカ割り＆早食い競争・お神輿
など楽しいことが盛りだくさん！盆踊りやお神輿はご利用者様の参加もありました。

盆踊り

スイカ早食い

スイカ割り

ガブッガブッガブッ

→

せーの！ 大当たり！

納涼祭

敬老会
職員が二人羽織で笑いのプレゼント！

間違ってバナナ
にケチャップか
けました

お腹空いたから
皿ごとケーキ食
べちゃった？！

怖い

→

記念状授与式

おめでとうございます

トランペット生演奏

ボランティアさんの
生演奏

3階では9月26日（水）に、ケーキのトッピングを行いました♪
皆さま、思い思いのトッピングを楽しまれ、オリジナルのケー
キをお召し上がりになりました。

たくさんの素敵な笑顔を
ありがとうございます！

うん！おいしい！！

ちょっぴり恥ずかしい///

クリームいっぱい！

いえーい！！

今年も２階フロアでは、外にて流しそうめんを行いました！！
暑さで食欲が落ちる時期ではありましたが、流れてくるそうめんを、
皆さん「楽しそう」に取って召し上がっていました★

・7月 9日（月）
・7月13日（金）
・7月30日（月）

見事な箸使い！！

美味しそうね♪

お箸が止まりません！

外で食べる流しそうめんは、一段と美味しく、常に笑顔が溢れていましたよ♪
皆さん、そうめんに夢中です！！（笑）

★ ３ 日 間 開 催 ★

記念状＆お祝い品
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