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ごあいさつ
「特別養護老人ホームしらいわ苑こもれび（竣工）
　おかげ様を持ちまして、しらいわ苑こもれびは平成27年8月1日に開設させて
いただく予定となりました。
　個室・ユニット型特養として、入所者一人ひとりに寄り添い、その人らしい生
活をお過ごしいただけるよう、精一杯お手伝いをさせていただきます。

社会福祉法人とやま虹の会　理事長　友椙　彰

しらいわ苑 こもれび 8／１（土）
オープン

特別養護老人ホーム

納納 祭祭涼涼第22回
とやま虹の会

平成27年7月18日㈯
午後5時50分~7時
しらいわ苑こもれび正面広場

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
出
ま
す

場所
舞台

屋台

●水橋高校ブラスバンド　●こども神輿　●キッズ・チア富山
●舟橋ばんどり太鼓　●職員の出し物　●綾の会民謡
●焼きそば　●焼き鳥　●コロッケ　●ゲーム 他
＊水橋福祉ネットの皆さんも出店されます

7/19（日）・20
（祝）

10：00～16
：00

お誘いの上
、お越しくだ

さい。

内見会

（個室・ユニット型特養80床）



(共同生活室キッチンスペース)

作業員の皆さん、いつもありがとうございます。2Fでの生活も楽しみですね。

今週から西側壁面のタイ
ル材の貼り付けが始まりまし
た。リハビリ庭園西側道路
側の壁一面に貼ります。建
物外観の雰囲気が徐々に
はっきりして来ます。

今週から西側壁面のタイ
ル材の貼り付けが始まりまし
た。リハビリ庭園西側道路
側の壁一面に貼ります。建
物外観の雰囲気が徐々に
はっきりして来ます。

大型連休中は、工事も数日間お休みでしたが、内装工事は進んでいます。
建物内に入ると、仕切り壁が施行されたユニットは、徐々に全体の広さのイメージがつかめるようになってきました。
この後、共同生活室には洗面台やシステムキッチン、食器棚など、居室にはトイレと洗面台が設置されますので、

完成時は写真のイメージよりも、使えるスペースは狭くなります。

北棟と南棟を結ぶ中
央廊下の東側中庭に避
難用滑り台が設置され
ました。非常時、２階の入
所者の皆さまに、いち早
く避難していただくため
の設備です。万が一にも
使われる状況が起きな
いことを願います。
この中庭には、中央に

シンボルとなるハナミズ
キが植樹されます。花壇
やベンチも設置され、入
所者の皆さまの憩いの
空間が造園されます。

特別養護老人ホーム

しらいわ苑こもれび

4月

6月5月

5/20

4/22
西側壁面の 化粧 始まる

5/7
内装工事 進む その2

非常時“避難用滑り台”設置

先週から、レインボーデイケア前のリハビリ庭園の整備が始まりました。こもれびの竣
工式までに造園も完了の予定です。レインボー側にウッドデッキや車いすでも作業できる
花壇が設置されます。歩行訓練や散策が楽しくなるよう、舗装路の周りに木や花が植栽さ
れます。レインボー、こもれび両施設の入所者、利用者の憩いの空間が出来上がります。
また、それぞれの生活の中で相互のふれあいの場となったら素敵です。

２７日、建設委員会メンバーとしらいわ苑職員合わせて２０名以上
が参加して、２回目の建物内部の視察を行いました。壁の仕切りが
ほぼ完了した北棟２階東側ユニットを中心に状況を確認しました。
共同生活室や居室、トイレなどの広さや窓からの景色などが確認で
きました。第３回目は、床材、壁材が仕上がった時期に行う予定です。

２７日、建設委員会メンバーとしらいわ苑職員合わせて２０名以上
が参加して、２回目の建物内部の視察を行いました。壁の仕切りが
ほぼ完了した北棟２階東側ユニットを中心に状況を確認しました。
共同生活室や居室、トイレなどの広さや窓からの景色などが確認で
きました。第３回目は、床材、壁材が仕上がった時期に行う予定です。

北棟は、壁や床などの内装工事も仕上げの作業に入っています。特浴のタイル工事も完了しています。今後オー
ジー技研製の介護浴槽が設置されます。来週号では、様々に仕上がりつつある室内の様子を紹介したいと思います。
外部では、エコ給湯機の土台設置や北棟と南棟の間、東側の中庭の整備も行われています。。

6/10

6/3
リハビリ庭園の整備始まる

5/27
建物内の視察実施(２回目)
　　　  建設委員会＆しらいわ苑管理部・主任合同

内装工事も仕上げ作業へ

（エコ給湯土台：６月１０日撮影） （北棟１階東側居室：６月１０日撮影）

（５月２９日）

（撮影：北棟1階西側ユニット共同生活室）（撮影：北棟1階西側ユニット入口廊下）

（居室８）　

（イメージ図）

（北棟２階東側ユニット共同生活室からの眺め）　　

（東側中庭から撮影） （東側中庭予定地：中央廊下から撮影）

（撮影：北棟1階西側ユニットレインボー側居室）

（６月１日） （６月3日）



デイケア

スイーツ男子　集まれ～

【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

3F　

6月24日に行われる風船バレー大会
に向けて猛練習中です。
普段は物静かな入所者さんが「ほら、
あんたの所に風船来とるよ！」
「ぼーん！と打たれんか！」と大きな声を
出して練習に参加してくださっています。
次回の虹の会だよりでは「優勝した

よー！」と報告できるように頑張ります。

はよ、ゆだらんかねー。パフェできたか？ そうそう、まあるくね

昔、よー作った
もんやがいね。

俺は、甘党。
スイーツ男子。

きれいやね

風船バレーに向けて猛練習
入所者さんのご家族が、
庭に咲いていた芍薬を
持って来て下さいました。
立派で鮮やかな花に、
皆さん見惚れておられま
した。

芍薬
4月に恒例のお花見に行ってきました。
桜の花の絨毯、本当に綺麗でした！
ランチもとてもおいしく食欲全開となりました♪♪

お花見

好天が続いた5月・6月の昼下がり。
皆さんで協力しながら、手作りおやつに挑戦しました。
5月はパフェ。自分で盛り付けながら楽しんでいただきま

した。
6月はフルーツ白玉。白玉粉に豆腐を混ぜて作ったら、よ

り柔らかく、滑らかでとても美味しかったと、好評でした。
6月のある日。地域の方から趣味で折った千羽鶴を戴き、

デイケアフロアに飾りました。
フロアの一角を色鮮やかに演出してくれてます。ありがと

うございました。

みんなで作って食べよう～パフェ＆フルーツ白玉～

包丁持ったら、
主婦の顔。



念願の新幹線良かったですね！

【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

かねてから「かがやきを間近で見たい！」「新し
い富山駅に行きたい」と言っておられた方の願いを
「何とか叶えてあげたい」という職員の思いが実を
結び、実現する事が出来ました！ご本人の本当に行
きたいところに行けるのが何より一番ですね。

念願の富山駅に降り立つ！

午前中から準備をして、入居者の方たちとカレーライスを作りました。
各家庭カレーの味は違うと言いますが、長年家族のために作ってこられ
たカレーを段取りよく、生き生きと作っておられました。今回のカレー
はどのお宅のカレーライスの味だったのでしょう？
皆さんとても美味しく頂きました。

毎週火曜日13：45～14：15までの間にセブンイレブンがしらいわ苑にやってきます。
甘い物から晩御飯のおかずまで、どなたでもご購入いただけます。『よってっ店』へぜひどうぞ!!

我が家の味をしらいわ苑で♪

5月２０日快晴の中、5名の入
居者様と満開の芍薬を見に出か
けました。心地よい風と芍薬の
香りと青空に映える美しい花々
を体いっぱいに感じて、「きれい
やね。」「気持ちいいね。」と、
たくさんの笑顔あふれる時間を
過ごしてきました。

芍薬を見に行こう

ホーム



今年の梅雨はいい日が続いて外出日和ですね♪

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

やすらぎ職員は、
「好きなものを食べる」
（＾ｕ＾）ことです。

みんなのストレス解消法は
何ですか？

天候の好い日は「中にいるのはもったいない」

と隣接する公園へ行っています。趣向を変える

ことで歩行の機会が増えています。また、皆さ

んから「芍薬いつ行くがけ～？」ときかれ、今

年も芍薬を見てきました。昨年作成した手作り

帽子は大活躍！

散歩と芍薬外出会

　6月14日に「かけはし」と「市江やすらぎの郷」

による合同家族会を行いました。全体会として、市

役所の出前講座「健康ですか、あなたの心」を聞き、

自分自身の心の状態を見つめ直し、心の健康を保

つ方法を学びました。様々な、気分転換の方法を

聞いているうちに、心のゆとりが生まれたように感

じました。

　分散会では、ご家族同士で、悩みやお互いの介

護状況を聞いて、つながりを感じて頂けたようでし

た。一人で、悩まず誰かに話を聞いてもらうことが

やはり大切だと感じました。

芍薬と素敵な笑顔

さ～て靴を履き替えて

ハイ・チーズ

散歩前にラジオ体操。
イチ・ニ・サン・・

公園へ向かってスタート



水 よ う か ん

介護食レシピ●介護食レシピ⑬
材料

①粉ゼラチンは水 (大さじ2) でふやかしておく。
②こしあん、塩、水 (350ml) を鍋に入れる。
③弱火にかけ、あんを溶かすように混ぜ合わせる。
　お好みで砂糖を足してください。
④鍋にふやかしたゼラチンを入れ、溶かす。
⑤粗熱をとってからバットに流し、冷蔵庫で冷やし固める。
※粗熱をとりながら何度かかき混ぜることで二層に分離す
　るのを防ぐことができます。

作り方

夏の甘味の定番！！！意外と簡単に、短時間でつくることがで
きます。
今回は寒天ではなく、ゼラチンを使用することでぷるんと
したやわらかな水羊羹を紹介します。
食欲が進まないこの季節につるっと一口いかがですか。

コメント

5人前

●こしあん(市販品)・・・・・・250g
●塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
●水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350ml
●粉ゼラチン・・・・・・・・・・・・・・・10g
●水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2

★寒天は口の中でバラけてしまい誤嚥の危険性が高いで
すが、ゼラチンでつくることでやわらかく、飲み込みや
すくなっています。

ポイント

平成26年度決算書



地元、新堀公民館と金尾新公民館にて「みんなでたのしく介護予防」を開催しました。
施設職員が講師となり、ハンドマッサージやシルバーリハビリ体操を行い、最後に、
なつかしい歌を参加者全員で歌いました。地域の皆さんが、元気に暮らし続けられ
ますようにという願いも込めてこれからも開催していきたいと思っています。

みんなでたのしく介護予防

ローズウッドの富山
さんの分りやすい紅茶
に関するお話と、手ほ
どきを受けおいしい紅
茶をいただくことがで
きました。シフォン
ケーキとの相性がよく
思わず笑顔があふれ
ます。

春摘みの爽やかな香りの
紅茶、夏摘みとの味わいと
の違いを感じながら、おい
しい紅茶の淹れ方を教えて
いただきました。日々の生
活にちょっとした充実感と
余裕がプラスされることを
願います。
ゆったりとそして、和気

あいあいと楽しい時間を、
地域の方々と共に過ごすこ
とができました。　　加藤

日時　２０１５年5月23日 　10：00～ 12：00
講師　紅茶専門店　ローズウッド店長 富山孝徳さん

春の茶会
（紅茶の会）

手を
もみもみします

金尾新町町内会の皆さん新堀町内会の皆さん


