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＆Q A

吉田　威
レインボー3階
A1音楽を聴くのが元気の源です。ちなみに歌うのは
苦手で楽器もできません。

A2少しでも車購入の資金にしようかなと思っています。
A3「あたたかみ」を感じていただける人間になりたい
です。

北吉　真実子
しらいわ苑花はな

四十住　真穂
しらいわ苑ショート

A1音楽を聴くことです。
A2好きなアーティストのDVDを買いた
いです。

A3笑顔で明るく利用者さんと関わり、
一人一人に合ったケアを行える職員
になりたいです。

永井　沙華
しらいわ苑大福町
A1体を動かすことです！！球技なども大好きなので、人
がたりなかったら声かけて一緒に運動してください。

A2彼と高級ディナー（笑）と言ってみたい…（泣
A3感謝を忘れたところに進歩、成長はない」この言
葉を胸に笑顔で明るく元気よく頑張りますので、
よろしくお願いいたします＼（＾o＾）／

黒川　潔志
デイサービスかけはし
A1子育てです。現在3児の父です。
A2というわけで生活費です。
A3地元水橋に何かひとつよいことをプラ
スできるように頑張ります。

永森　勇樹
しらいわ苑お茶の間
A1エレキギターを少し続けています。
A2父と母にステーキハウスでご馳走したいです。
自分には新しいエレキギターを買いたいです。

A3地域に生き、地域で働く人間として、皆様との関わりの
中で成長していきたいと思っています。どうぞよろしく
お願いします。

A1・楽器を演奏すること
・スポーツ観戦
・ショッピング

A2使わず貯金します。
A3一人一人との出会いを大切にし、日々
笑顔を忘れずがんばりたいと思います。

ようこそ　とやま虹の会へ
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こもれびオープンに伴い介護職員急募！お問い合せ先076-479-2082担当　池田・加藤作業員の皆さん、ご苦労様です！

建て方の作業が順調に進み、ほぼ完了しています。北棟側に
は足場が組み立てられ、この後は床コンクリートを打設するため
に、スラブ（床版）の敷設工事が行われます。その上に床鉄筋、
断熱材が敷設された後、コンクリートが流し込まれます。３月下
旬には、２Ｆフロアも視察できる予定です。

南棟（しらいわ苑側）のコンクリート基礎工事が完了しました。北棟
（レインボー側）と同様に順次埋戻し、砕石敷き、転圧と工程が進んで
います。柱となる鉄骨材の据え付け位置が明確になってきています。
デイサービス玄関からつながる渡り廊下の工事も始まります。

南棟（しらいわ苑側）のコンクリート基礎工事が完了しました。北棟
（レインボー側）と同様に順次埋戻し、砕石敷き、転圧と工程が進んで
います。柱となる鉄骨材の据え付け位置が明確になってきています。
デイサービス玄関からつながる渡り廊下の工事も始まります。

雪の舞う中、２月９日（月）より建物を支える主要な構造材の組み立
てが始まりました。今週明けは強い寒波が到来し、たくさんの雪が
積もり、工事への影響が懸念されましたが、今日現在は北棟全体の
骨組みの概要が確認できるところまで工事が進んでいます。来週に
は、南棟の建て方が始まります。

2月25日（水）10時からとやま虹の会の理事・監事の皆様と建設委員会
外部委員の大野理事長に集まっていただき、工事の進捗状況を確認し
ました。柳原設計士からほぼ予定どおり工事は進んでいることが報告が
され、その後工事現場で現場管理者の秋元氏から説明を受けました。

特別養護老人ホーム

しらいわ苑こもれび

１月

3月

4月2月

2/25

2/18
建て方がほぼ完了

1/28
コンクリート基礎完了

2/12
鉄骨材の建て方が始まる

法人理事、監事の皆さんが現場を視察

今週から北棟（レインボー側）西面から外壁
材の建込工事が始まっています。この工事が
完了後、外壁タイル貼りが始まります。　　
　　　　　　

今週も週初めから雪が舞い積もり、冬の寒さに逆戻りしました。そんな寒空の中、工事が進んでいます。
残っていた南棟（しらいわ苑）の１階工事が終了し、これで床面全てのコンクリート打設工事が完了しました。

この後は、壁面の施行に向けて作業が進みます。

今週も週初めから雪が舞い積もり、冬の寒さに逆戻りしました。そんな寒空の中、工事が進んでいます。
残っていた南棟（しらいわ苑）の１階工事が終了し、これで床面全てのコンクリート打設工事が完了しました。

この後は、壁面の施行に向けて作業が進みます。

現在北棟（レインボー側）の床暖房敷設工事が行われてい
ます。入所者の皆様が日中過ごされる共同生活室を、暖か
い空気で包むための大切な設備です。今週中に北棟側が完
了予定で、来週は南棟の敷設が始まります。
並行して電気配線、機器配管の工事が進められています。

本日、建設委員会メンバーとしらいわ苑管理部・主任が合同で、初めての建物内部の視察を行いました。
内部の壁の仕切りがなく、共同生活室や居室の実際の広さは、まだ把握し難いですが、これまでの図面上だ
けのイメージだけでは分からなかった、窓からの景色やレインボーからの距離などが確認でき、新たな課題も
見つかりました。次回は内部の仕切りができた時期に実施します。

4/8

4/1
外壁の建込始まる

3/25
コンクリ打設工事完了

床暖房敷設始まる

初めて建物内の視察実施 建設委員会＆しらいわ苑管理部・主任合同

（リハビリ庭園前道路からの撮影）

（視察の事前説明） （視察の様子） （北棟西側ユニットから見えるレインボー）



デイケア

食欲の春ですね！ しらいわ苑の利用者さんが楽しみにしていた新幹線開通。おへやから新幹線がとてもよく見えます。

【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

2F　療養棟
しらいわ祭りは北陸新幹線開業と同じ3月14日に行

われお祝いムードの一日でした。久しぶりに餅つきを
したこともあって、参加された皆様は終止笑顔で楽し
まれていました。

日時　２０１５年5月23日（土曜日）　
　　　午前10時～ 12時
場所　しらいわ苑　喫茶
会費　500円
　　   （シフォンケーキ・紅茶3種）
定員　20名

利用者さんと魚津水族館にいってきま
した。途中、魚津の万さくで昼食を食べま
した。昼食は、大勢で食卓を囲み楽しい雰
囲気でした。その後、１時間ほどかけ水族
館内を一周しました。皆さん、珍しそうに
水槽を眺めていました。
利用者さんの喜ぶ顔を見ると、外出会

を企画して本当に良かったと思います。利
用者さんの喜びが私たち職員の感動となり
心から嬉しく思います。今後も、利用者さ
んの心に響くイベントを企画していきたい
と思います。

お花見外出会今年も開催！！
花冷えのスタートとなりましたが、

今年も元気に花より団子と、外食をか
ねて外出会を行ないました。
デイケア御用達のレストランのほか

に、新たな試みとして、駅北の高級割
烹や、呉羽山のお食事処も行ってきま
した。
いつもよりボリュームのある御膳を

囲み、舌鼓を打ち、おなかを満たした
後は、目で季節を味わおうと、満開の
桜を求めて市内をドライブしました。
環水公園・水墨美術館・呉羽山・松

川べり、そして新しく整備された富山
駅周辺を見て周り、美しさに感動し、
駅周辺の変化に驚き、刺激的な時間を
過ごしていただきました。

紅茶にも旬があるのを、ご存知ですか？

おいしい紅茶の入れ方、教えていただけます。

地域の
皆さま

ご家族
の

みなさ
んへ

常願寺の桜の木の下で みんな御膳会食!

駅北レストラン14階から変わりゆく
都市富山をながめて

呉羽山展望台より市街地をながめて

職員によるAKBの「心のプラカード」を披露しました

ポーマイカイ　フラの皆さん

教えてくださるのは、紅茶専門店ローズウッドの方です。
申し込み、お問い合わせは、しらいわ苑加藤まで　４７９―２０８０

新茶の茶会

いっぱい
泳いでるね

なんちょ
でっかい水そうね

きれいやね



青

収穫祭楽しみですね♪ダンクシュートで玉入れできるなんて（笑）

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

E NV E T E NV E T

市江

［連絡先］富山市水橋市江260　☎076-478-5501
やすらぎの郷

里芋もち
のおしるこ

介護食レシピ●介護食レシピ⑫ 材料

①つぶあんと水を鍋でひと煮立ちさせて、おしるこをつくる。

②うるち米は普通にといで水気をきっておく。

③炊飯釜に、といだ米、水、塩を入れる。

④凍ったままの里芋を米の上にのせて普通に炊く。

⑤ご飯と里芋が均一に混ざるようにすりこぎなどでつぶす。

⑥食べやすい大きさに形を整える。

⑦おしるこに浮かべていただきます。

作り方

もちは粘りが強く、歯で細かくするのが
難しい食品です。飲み込む力が低下して
いるお年寄りが普通のもちを食べるとき
は注意が必要。そこで、もちと比べて飲
み込みやすい里芋もちを紹介します。

前回発行の第63号虹の会だよりの介護食レシピ⑫（里芋もちのおしるこ）で、材料を誤って記載していました。今回正しい
レシピを再度掲載いたします。大変ご迷惑をおかけいたしました。

コメント

4人前

里芋もち
●うるち米 ・・・・ 90ｃｃ（1/2合）
●冷凍里芋 ・・・・・・・・・・・・・50ｇ
●水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・140ｃｃ
●塩 ・・・・・・・・・・・・・ ひとつまみ

おしるこ
●つぶあん ・・・・・・ 400ｇ
●水 ・・・・・・・・・・・・・ 320ｃｃ

利用者さんに教えて頂きながら、耕したり、肥料を
まきました。
じゃがいもとほうれん草も植えました。皆さんで、
成長を楽しみにしています☆

春です（*^_^*）
やすらぎ畑が始動しました。

★オーブントースターで焼き目をつけると、より美味しくなります。

ポイント

3月に赤と青の2チームで玉入れ競技をしました。かけはしに

しかない手作りのはちまきを、心をこめて手縫いしました。は

ちまきをすることで気が引き締まり、皆さん本気になって投げ

入れて、まるで昔を思い出しているようでした。

玉入れ競技 頑張るちゃ～　
相手チームには負けんちゃ！

思わず立ち上がって
入れちゃったわ

ふきのとうを
収穫中

やすらぎ畑見取り図

平成 27年 3月31日をもちまして、中村町ぬくもりの郷の事業が閉鎖となりました。
ぬくもりの郷に携わって下さった方 に々この場をお借りして感謝申し上げます。
開所から10 年という月日が流れましたが、ご利用者のキトキトの笑顔と活気は色あ
せる事なく、これからも輝き充実した日々 を送られる事を職員一同願っております。
今まで本当にありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　    　 所長　向井鮎美

中村町ぬくもりの郷  事業閉鎖のお知らせと御礼

心を
こめ
ては
ちま
き縫
って
ま～
す。

どちらが勝ったかなぁ？

玉
ね
ぎ

玉ねぎ

野菜
見取図

ほうれん草

ほうれん草じゃがいも

さぁ
～ど
ちら
が多
くは
いっ
たか
なぁ

お詫び



岡山中央福祉会
井場哲也理事長

今回のテーマは
「介護における人権尊重」

　今回の集会は、創立20年を経た昨年に引き続き、「私たちの原点を見つめ直そう」との趣
旨で行われ、職員、ご家族、地域の方々計125名の参加がありました。

　はじめに、全日本民医連から岡山中央福祉
会の井場哲也理事長をお迎えし、「地域から
圧倒的に選ばれる施設・事業所づくりのため
に～理念を実践に生かす役職員の構え～」と
題して基調講演をいただきました。
　人権尊重をテーマにした演題発表として、
レインボー、しらいわ苑、地域福祉部それぞ
れから1演題ずつ報告を受けた後、10人の
グループに分かれて分散会を行いました。同
じ法人にいても、普段はほとんど顔を合わせ
ることのない職員同士、自分の職場の人権尊
重の取り組みを自己紹介に盛り込み、交流し
ました。

参加した職員からは、
・自分自身が利用者に対してどう接しているか、改めて考える良
い機会になった。
・演題発表は３演題ともそれぞれわかりやすくまとめてあり聴きや
すかった。
・講演は同じ民医連の理事長で、わかりやすかった。
・グループワークはみんな自分のことを言えてよかった。民生委
員さんも加わって、地域の中での重要な位置づけを改めて知る
ことができた。
など、自らを振り返る感想が多く寄せられま
した。また地域の方からも
・演題発表のレベルが上がった。
・地域の民生委員さんがこの場におられること
で、とても力強い。
・十分してもらっていると感謝しています。そ
れなのに、まだまだこれ以上に良くしていこ
うという皆さんのことを知って、非常に心強
く思っています。(ご家族)
など励ましの言葉をいただきました。

活動報告交流集会
メインテーマ「介護における人権尊重」
第17回

しらいわ苑発表者

分散会（10人ずつのグループに分かれての発表）

それぞれが自分の初心を思い起こすことのできた集会となりました。
詳しい内容は、6月に｢2014 介護実践・活動報告集｣として発行する予定です。


