
うみのほし 通信
令和３年

１１月

見学･体験は随時受付中！ ☎ 078-935-6789

放課後等デイサービス カレーサイズ
定員：１０名
（月）～（土）営業

私たちが作りました＾＾（恥ずかしがりやです）

スタッフには、美術の先生だった人や、

モノづくりが好きな人が多く、あっという間に、

窓ガラスには電車、壁にはハロウィン、柱には赤とんぼと、

季節感たっぷりに飾り付けがされていました。

いよいよ【カレーサイズ】がオープンしました！

振り返れば色々苦労があり、事業認可もオープン当日に

頂くことが出来ました。

記事を書いている今日時点では、ご利用は一人です。

電車が大好きな小学1年生の可愛い男の子です。

夏休みや冬休みには、うみのほしの高齢者の方と合同で

イベントなども実施したいと思っています。

これからどんな子どもたちが来てくれるかな・・。

学習支援特化型ではありますが、

楽しいこともいっぱいしていきたいと思っています。



あの手この手 福祉用具 貸与・販売
住宅改修

サロン・ド・キッチン 定員：１０名
（月）～（金）営業

コロナ禍という事もあり、外出する機会が減り、お家に引きこもりがちになっていませんか？

外出を控えると体と心の働きが弱くなり、身体活動量の低下や様々な疾患の原因となります。

まだまだ気をつけないといけないコロナ禍ですが、ワクチンの普及も進み、ぐんと気温も下がり

少しづつ外出しやすくなってきましたね＾＾

そこで、皆さんが外に出る上で、自宅から出やすい環境を整えることが日々の外出に繋がる大事な要

素ではないかと思います。あの手この手では、玄関に手すりやステップをつけることで、安全な外出に

繋がるその一歩をお手伝い出来ればと考えています。

戸建てやマンション等様々な形の玄関がありますが、手すりやステップも様々なタイプのご用意があり

ますので、何でもご相談ください。

福祉用具専門相談員とは、福祉用具に関するアドバイスを行う専門家のことで公的資格ではありま

すが国家資格ではありません。福祉用具専門相談員の仕事は、福祉用具を使用する方やその家族、

担当のケアマネジャーなどへ福祉用具に関するアドバイスや相談を受けることが主となります。福

祉用具専門相談員としての仕事のやりがいはその方のニーズに合ったレンタル品を見付けられた時

です。時にはなかなか見つけられず悩む日々もありますが、ニーズに合ったものを見つけご利用者

様に喜んでもらえた時の達成感は何物にも代え難いです。

毎月の成果が出て、
どんどん上手に
なってるでしょう～？

おはぎも煮物も豚汁もぜ～んぶ
とっても美味しかったです！！

いただきまーす！
今日もとっても美味しいよ～♥
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R３.１１月
メニュー＆スケジュール
サロン・ド・キッチン
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今月のお米・特A米
『ゆめぴりか』北海道産

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

体力測定 体力測定 体力測定 体力測定

ＮＷ ＮＷ ＮＷ

ダーツ ダーツ ダーツ

サクサク
レンコンつくね

牛切り落とし肉
♪でごちそう
ステーキ

カボチャとク
リームチーズの
マフィン

すきやき風
煮物

鍋焼きうどん

ＮＷ ＮＷ

里芋と秋鮭の
炊き込みご飯

ちらし寿司
大根と豚バラ肉
の南蛮煮

豚肉とれんこん
の炒め煮

サバ水煮缶と
トマト煮缶で
ブイヤベース

ＮＷ ＮＷ

ダーツ ダーツ

鮭とキノコの
とろふわ♪
和風グラタン

秋ナスを使って
鶏かぼちゃの
ほっこり煮

秋刀魚の
ケチャップ煮

鮭の甘酢
絡め温玉添え

秋野菜の
揚げ浸し

ＮＷ ＮＷ ＮＷ ＮＷ ＮＷ

餃子
さば大根の
甘辛てり煮

やみつき
コマキンパ

海老とひと口
グラタンパイ

体力測定

白菜と卵の
つるっと

マーボー春雨

本格バター
チキンカレー

土

ごちそう食感
ソース鶏

金日 月 火 水 木



スタッフブログ

ショートステイ 定員20名
全室 個室

陶芸日の
お知らせ

11/17（水）

11/26（金）

ご予約のご案内

理容サービス

厨房

「いつまでもお元気で」の願いも込め
メッセージカードと紅白饅頭を
お渡しすると涙が溢れてきて・・・。
職員ももらい泣きでした。

マッサージして
もらうと
血行も良くなり
眠くなりますよね☆
すべすべに
なった！
と喜ばれて
おられました。

ユニット型の施設には必ず配置しなければいけ
ない必須資格です。
約2年前、ユニットリーダー研修に行かせてい
ただきました。まずは神戸で座学。次は大阪の
八尾にある施設で研修し、その施設で働いてい
る職員の業務内容の見学をさせてもらいました。
私自身、他の施設に行くのは初めてでしたので
新鮮な気持ちになりました。
ユニット型の魅力はご利用者様に対し、個別の
ケアが出来、より深く関われることが出来ると
ころです。研修を通して他のユニット型の施設
の方と情報交換が出来たことも、とても良かっ
たです。

昔を思い出し、楽しくワイワイ踊られました。
その日の夜は爆睡だったに違いない・・・

秋になると話題になるのが「秋と言えば？」です

ね。私は「勉強の秋」でしょうか。勉強をするに

は、脳に栄養補給が必要になります。その働きに

最適な食べ物と言えば、「バナナ」です。バナナ

は、ブドウ糖などの糖分をたっぷり含むエネル

ギー食。ブドウ糖は、そのまま脳のエネルギーと

なる糖なので素早く吸収。一方、でんぷんやショ

糖は、体内で一度各々ブドウ糖に分解されてから

エネルギーになるため時間がかかってしまいます。

また、バナナにはリラックス効果や記憶力アップ

も期待ができます。そして、以外にもバナナは低

カロリー。食パン１枚211キロカロリー、ご飯一

杯252キロカロリーに対してバナナ１本86キロカ

ロリーで腸も活性化が良く腹持ちがいい食べ物で

す。シュガーポット（熟して茶色になったもの）

が特におすすめです。今年の秋は、皆様もバナナ

を食べて何かにチャレンジしてみてはいかがで

しょうか？私は、本や勉強の教材は準備できてい

るので、バナナを食べて始めたいところですが、

どうも「睡眠の秋」に今年もなりそうな予感がし

ます。厨房では、10月から朝食のパンが入れ替わ

りました。お芋アンパン、抹茶リング、カスター

ドメロンパンです。今後も季節ごとに美味しいパ

ンや食事の提供をしていきます。



デイサービス
定員：35名
（月）～（土）営業

医務室

バーセルインデックスの目的は、本人が日常生活
の中で「できるADL」を評価し、現状のADLの
状態を簡単に把握することです。また、評価にお
いて、環境や条件等細かく設定されていないため、
誰でも簡単に評価が可能になります。この研修を
受講することの意義は、測定基準の動作そのもの
に注目して測定することよりも、必要以上の介助
により、ADL機能の低下や本人の自立心を損なわ
ない介助を意識する気持ちを育てることではない
かと思います。この秋、3名のスタッフが受講し
ました。

気合を入れて頑張りマッスル！

赤上げて、白上げて、
白下げないで、赤下げない！

今年は赤組の勝利でした。白組は次回頑張ろう！

大運動会

こんにちは。うみのほし、医務室です。

暑さ寒さ彼岸までといいますが、日増すごとに秋も

染まり、木々の葉っぱが色づき始め遠くの山が赤や

黄色に染まって美しい光景を見せてくれます。

日が傾いてきたかなぁと思うと、あっという間に空

が茜色に染まり日が沈んでしまいます。

♪夕やけこやけで日が暮れて山の寺の鐘が鳴る♪

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、この季節にな

るといっぱい美味しい物を食べ、自分に合った運動

をしたり夜長の夜には読書、俳句に親しんで下さい。

散歩のついでにちょっと下を見て歩くといろんな木

の実がおちています。ギンナン、ドングリ、クヌギ、

シイ、松ボックリ、ツバキの実の殻…etc。

たくさんあつめて箱に分別して飾っておいてもきれ

いです。小さな雑草の中からたくましく生きる虫た

ちの歌も聞こえきます。

スズムシ、コオロギ、マツムシ、クツワムシ…ect。

♪秋の夜長を鳴きとうす、ああおもしろい虫の声♪

1年で1番過ごしやすい季節です。

10月からコロナウィルス緊急事態宣言も解除され

ていますが、感染予防対策は続けながら、インフル

エンザ予防も忘れず、体力アップ免疫機能の維持を

心がけ体調を崩されませんよう。ご自愛ください｡



ケアマネジャー

グループホーム 定員１８名

居宅ケアマネジャーの藤原です。「勉強の秋」ということで、私がケアマネジャーの試験勉強に
取り組んでいた時のお話をさせて頂きます。

ケアマネジャーの試験勉強は、私の今までの人生の中で一番長く学習に取り組んだ試験でした。
受験資格を得た年から、5年連続で受験し、5回目にして合格することができました。４回も落ちる
なんて恥ずかしい・・・なんて一度も思いませんでしたが、ただただ悔しくて、毎回とても落ち込
みました。悔し涙を流すほどです（笑）それだけ真剣に取り組んでも合格できなかったのは、ひと
えに問題が難しいだけが不合格の原因でもなく、勉強方法に問題があったのです。それまでは過去
問を解いては、間違えた問題を調べるという方法でしたが、5回目の年、上司から介護支援専門員テ
キストを全巻読破するようにアドバイスを受けたのです。「ここからしか問題は出ないから！」と。

半信半疑で1年間かけて読破し迎えた試験本番。
本当に、ここからしか問題は出ておらず、無事合格できました。私はよく5回目で
受かったことを隠さずお話しますが、何も恥ずかしい事だとは思っていません。
恥ずかしいどころか、むしろ諦めず手を抜かず、よく学んだな～と
自分を誇らしくも思います。大人になってからこんなに勉強に取り組む事なんて
中々ないですからね。実際ケアマネの業務をしていて、5年間で学んだことは
とても役に立っています。
まとめるとすれば、、、「努力は裏切らない」ですかね（笑）

新型コロナの影響で家族や外部の方々はお招きせず、
ホーム内だけの納涼祭でした。射的、金魚すくい、
輪投げ等のゲームや豪華な屋台飯を楽しみました。
恒例の盆踊りで幕を閉じました。

数え年での長寿番付を飾り、みんなでお祝いしました。
西（ほしフロア）の横綱は97歳、
東（うみフロア）の横綱は95歳。

みんなお元気です！



見学・体験は随時受付中 ☎ 078-935-6789

スタッフ紹介

お知らせ

細田 那智
ほそだ なち

デイサービス 副主任 グループホーム 副主任

坂下 洋子
さかした ようこ

デイサービスの元気印の細田です。

私の大事にしている事は笑顔で楽しく面白く。

来て頂いている利用者様が笑顔で安心して過ごせ

るよう、また私たち職員自身も楽しんで働いてい

ます。まだ、うみのほしデイサービスへ遊びに来

たことがない方は、ぜひ一度お越しください。

個性豊かな職員がお待ちしています。

株式会社うみのほし
〒674-0063
明石市大久保町八木６５４－３

うみのほしに入社後、デイサービス・訪問介護を経て

現在はグループホームに勤務して３年目になります。

グループホームでは、一緒に洗濯を干したり畳んだり

洗い物を一緒にしたりと日常生活を共に過ごさせて頂

いています。私のやりたかった寄り添える介護ができ

る喜びを日々感じております。元気にこれからも入居

者様と共に笑顔で過ごします。

ちなみに、私の趣味はキックボクシングで、

９年やっています（＾＾）

◆コロナ対策に係る事業所の負担を補填することを目的に、今年の4月から9月まで

限定的に認めらていた「基本報酬の0.1％の上乗せ加算」につきしては、

10月1日から廃止になっています。

◆デイサービスの陶芸について、ご利用者様には「成型」を行って頂いていますが、

その後、素焼き・本焼きを行う中で、破裂したり、釉薬の著しい色むらや虫食いなど、

1割程度失敗する場合もございます。

9月までに製作した作品は、すべて返却させて頂いておりますので、

お手元に戻ってこない場合は、ご容赦頂きますようお願い申し上げます。

◆インフルエンザの予防接種が始まっております。昨季は国内で流行が起きなかった

ため、十分な免疫をもたない人が多いと懸念されています。

集団生活での感染を防ぐため、積極的に接種にご協力をお願い致します。

また、接種が終わられた方は、その旨一言担当者にお伝え頂きたく存じます。


