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●とやま虹の会 facebook開設しました。
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お問い合せ先 法人事務局　☎076ー479ー2082

第21回
とやま虹の会納納 祭祭涼涼

リハビリ庭園フィナーレ
笑顔でつなげる新たな一歩 2014年納涼祭

第1回「おじいちゃ
ん・おばあちゃんの

笑顔」

フォトコンテスト　
表彰式

平成26年8月9日㈯　午後5時50分
リハビリ庭園 ●焼きそば　●焼き鳥　●好評のコロッケ

●アイスクリーム　●フルーチェ　●冷たい飲み物 等々

舞台も密かに企画中!
綾の会様 ・ 社会人吹奏楽団ＳＯＢ様

乞うご期待
!

コース1番 レインボー［5：20］▶ 旧三郷農協［5：24］▶ 二ツ屋 農協機械倉庫［5：28］▶
 小出公民館［5：32］▶ 上条新町公民館［5：34］▶ 旧上条農協［5：36］▶
 三成中横育苗センター前［5：37］▶ レインボー［5：42］
コース2番 レインボー［5：20］▶ 清水堂の嶋田酒店［5：26］▶ 
 三郷駅前のふくやま食堂［5：32］▶ 三郷郵便局前［5：33］▶ 新堀公民館［5：36］▶ 
 金尾新公民館［5：38］▶ レインボー［5：40］
コース3番 かけはし［5：20］▶ 大協薬品工業 横 ローソン前［5：25］▶ レインボー［5：40］

バ
ス
が
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ま
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社 会 福 祉 法 人

とやま虹の会だより

場所



ユニットケアに大切なこと■キッチン・トイレ・リビング等、住まいに近い環境づくり

ユニット

夏の売れ筋No.1はざる蕎麦です。「こもれび」の名称は職員から募集して付けられました。

TOYAMA
NIJINOKAI

Cafe

ＭＥＮＵ

とやま虹の会喫茶

風が気持
ちよく

感 じられる
喫茶

しらいわ苑に隣接する地域交流スペースに

あります。利用者さんや地域の皆さんが

ご利用され、職員も利用しています。

天井が高く、解放感もあります。

どなたでもご利用できます。是非一度お立ち

寄りください。

●そば （温・冷）

●うどん （温・冷）

●えびピラフ
●ドライカレー
●焼きおにぎり
●日替わり弁当

営業時間■10時から15時まで
定 休 日■土・日曜日
TEL 076-479-2082

●コーヒー
●紅茶
●こぶ茶
●シュークリーム
●ケーキ
●ソフトクリーム （夏季限定）

おそばがおいしいです。いつも
特盛を食べて大満足しています。

30代　男性職員

デイサービスの外出会で利用して
います。利用者さんも喫茶のシュー
クリームが大好きで、行くのを
楽しみにしていらっしゃいます。

30代　女性職員

新緑の季節に外を眺めながら
ご飯を食べると癒されます。

20代　女性職員

しらいわ苑の個室ユニットオープンに向けて！
新型特養の名称が「こもれび」に決定しました。

平成27年4月オープン

こもれびの名称はゆったりとした暮らしをつつむ、
穏やかな陽の光をイメージしてつけました。

浴室
ご家庭と同じ浴槽や座

ったまま、または寝たま
まで入れる浴槽などひと
りひとりに合わせてお選
びいただけます。 1F

（4ユニット）

2F
（4ユニット）

個室

●本人の身体に負担が少ない
●短時間でスムーズに、そして気兼ねなく
●自分の力を生かせるように

約8畳の広さがあり
ます。
ご自分の空間で好

きな家具や思いで深
い品々に囲まれなが
ら、友人家族と気兼
ねなく過ごせます。

リビング＆ダイニング
お部屋やリビング
それぞれが過ごす
場所と時間を大切にし

寄り添いたいと思っています。

キッチンではご飯の炊ける湯気や
味噌汁の香りを身近に感じながら、
自分で出来ることをお願いし、それ
を職員がサポートします。

トイレが個室にある理由
ご自分のリズムや体調に応じたケアを
いたします。



初々しい共同作業

ショートステイには絵の上手な職員や字が達筆な職員がいます。 レインボーには新幹線が良く見えるビューポイントがあります。

【連絡先】富山市水橋新堀1番地　TEL 0
76-4

78-
478
4

介護老人保健施設

レインボー
【連絡先】富山市水橋新堀17番地の1　TE

L 07
6-4
79-
20
80

特別養護老人ホーム

しらいわ苑

とうふ入っとんがやと

「５月“柏もち”」

「６月“バナナパフェ”」

「焼き肉外食会」

「プランタの
　　植え変え」

５月、６月はとても良い天気に恵まれ、ホームでは沢山の外出会をしました。これからも入所
者さんの「願い」が一つでも叶えられるようにしていきたいです。

ホーム

バナナはひとり３切れだよー

「花はな町」

やっぱり
我が家が
一番だ!!

デイ・ショート デイケア

療養棟

４月の花見も終わり、梅雨のうっとうしい時期を毎
月恒例の手作りおやつで楽しみました。

白玉粉ととうふを混ぜてこね、レンジでチン！
柏の葉のかわりに大葉で包み、レインボー
オリジナルの柏もちの完成。雑誌に載ってい
たレシピを試した利用者さんからの提案で、
デイケアの皆さんで手作りしおいしくいただ
きました。

「パフェちゃ、何け？」の声から始まり、カステラ・バニラホイップクリーム・バナナ・ポッキー
を職員と一緒に各自盛りつけ完成。器に入れる前に、口に運んで試食を楽しむ方やポッキーを箸
がわりにする方もおられ、笑い声が絶えませんでした。

３階では６月４日に、滑川にある
行田公園へ行ってきました。快晴の
中、歩くのは本当に気持ちが良く、
菖蒲の花も綺麗で皆さん癒されてい
ました。その後はプラント３で、買
い物とランチ♪を楽しみました。
来年もこの菖蒲の花を見に行きた
いですね！        

柏もちならぬ
大葉もち

 しらいわ苑ショートステイの企画力を紹介したいと思います。苑内では利用者さん達と色んな
食べ物を作っています。桜もちやみたらし団子づくり、どれも聞こえる声は『うまかったぁ!!持っ
て帰ってたべさせてあげた
いわ』との声も聞かれます。
企画の日は朝から玄関先に
いい匂いが…。美味しそう
な企画の紹介もまた、味の
レベルの高さを体験しに是
非、足を運んでみて下さい。

どんどん
焼きますよ～
お任せください

!!

おいしそう

お花を見ると
自然と笑顔になります。

「大福町」

遠足に来ていた保育園児を
見て微笑んでおられました。

キレイ
だね
え。

ありが
とう。

おかえり
なさい。

皆さん大満足です。
お肉よりイカと石焼ビビンバが大好評でした。

行田公園（滑川市）へ外出しました。
菖蒲の花がとてもキレイで、みなさんいい表情をしておられました。

奥さんと入所者
さんの希望で、
サガミへ外食を
してきました。お
二人の大切な時
間になったで
しょうか？職員も
嬉しかったです。 三郷小学校の運動会の応援にいってきました。

入所者の皆さんに花の
植え変えをお手伝いして
いただきました。

がんばれ!!負けるな～!!

あら♥すてきね～



CAPから発行されている「介護と暮らしのガイド2014」に虹の会が掲載されています。ぬくもり、やすらぎに負けずにかけはしもblog頑張っています。

中村町

［連絡先］富山市水橋中村町67番地の1　☎076-478-2202
ぬくもりの郷

市江

［連絡先］富山市水橋市江260　☎076-478-5501
やすらぎの郷

お茶会にて、ご家族と記念撮影☆

利用者様を日差しから守り、足に力を
与えてくれる『足が軽くなる魔法の帽子』
も作成しました。

散歩だけではもったいないので、まずは外で体操をして。 公園の東屋で心地よい風を浴びながら一休み。

10周年企画で、ご家族をお呼びして
お茶会をしました。着物美人登場!!

大きい
が

できた
ね～

6月に入り、やすらぎ畑から、
玉葱やじゃが芋など沢山収穫する
ことができました。
その日、収穫した野菜を使って、
皆さんとすぐに調理に取りかかり
ます。新鮮な野菜の味は格別！！
生活リハビリに楽しみながら取

り組んでいます。

ご高齢の方には食べにくいイ
メージの高野豆腐ですが、重曹
を少し加えて煮ると、口当たり
良くやわらかな食感になります。
しらいわ苑では、切干大根やご
ぼうもにも重曹を使用し、やわ
らかな食感を目指しています。

高野豆腐の煮物

介護食レシピ●介護食レシピ⑩
材料 コメント

①高野豆腐をもどし、軽く水気を切り、4等分にする。
②鍋に●を入れて火にかけ、煮立ってきたら高野豆腐を入れる。
③重曹を入れ、弱火で 15分くらい煮る。
＊いろどりに絹さやを添えてみました。

作り方

2人前

●高野豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2枚
●だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400cc
●砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大2
●薄口しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・ 大1
●みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大1
●重曹・・・・・・・・・少々（軽く1つまみ）

［連絡先］富山市水橋市江260　☎076-478-5501

かけはしの横には素敵な
公園があります。そこを利用
させてもらい散歩を行ってい
ます。利用者様の下肢筋力
の向上や気分転換につなが
ることを目的にしています。

元気に１、２♪１、２♪

デイサービス

［連絡先］富山市水橋中村町2-2　☎076-478-4003
かけはし

朝顔を
植えていま

すー。

愛情とこの
笑顔で

大きくなー
れ。

北日本新聞1面に
載ったんですよー
この男性は、記者の方です♪

でかいと
とれたね

！

転ばんように、かかとから着いて。
つま先をあげて。

平成25年度決算書
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トイレの
介助

着衣時の
移乗

入浴介助 体位交換非着衣時の
移乗

63％
37％

あり なし

しらいわ苑で、全職員を対象に「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」というアン
ケートを実施し、職員がどういった場面で腰痛や腰への負担を感じているかを確認しまし
た！以下は集計結果の上位です！

集計結果から、8割以上の職員が同じ場面で腰痛や腰への負担を感じていることがわかり
ました。つまり、これらの場面で対策を実施していけば、8割以上の職員が腰への負担を感
じることなく仕事ができるとわかり、福祉用具の活用もし、職員、入所者双方に安心、安全
な介助への取り組みを推進していくことになりました！

今後も、さまざまな活動と学習を通して、福祉用具の使用と適切な姿勢での介助を実践し、
入所者、職員双方にとって安心、安全な介助に取り組んでいきます！

腰痛予防対策プロジェクトチームしらいわ苑

腰痛予防対策の一環として、平成26年
6月から「腰痛予防実技学習会」を開催し、
福祉用具を使用した介助方法の習得に取
り組んでいます！

作業場面と腰痛率 腰痛の有無


