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例年夏に開催していた納涼祭でしたが、
今年は秋に開催します！

今年の
テーマは…

開催日時

会　　場

屋　　台

2016年10月9日㈰
12：00～14：30

12:00～

舞　　台 13:00～

こもれび正面駐車場

舞台出演者
●水橋高校ブラスバンド様　
●キッズ・チア富山 Tinks様 
●綾の会様　
●子供神輿（金尾新町内会様）

焼き鳥、焼きそば、豚汁、
わたあめ、焼き芋、ゲームなど

職員出し物

会場のこもれび正面駐車場

「ワッショイ」のかけ声が会場に響き渡る金尾新町内会様の子供神輿

出演
予定！

出演
予定！

祭りを盛り上げ
てくれる キッズ

チア富山Tinks
様

待ってマース

大岩山 日石寺にて

Coming
Soon

とやま虹の会まつり



デイケア

あれ、大きいわぁ

そーれ!

特別養護老人ホーム

しらいわ苑
【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

　5月―さわやかな風薫るころ。レインボーにも鯉
を泳がせようと、カラフルな折り紙で鯉のぼりを作り
ました。鱗の色選びに真剣に取り組まれていました。
手作りおやつは、ぬれせんべいを作りました。いつ
もは食べること専門の男性も、せんべい焼きの職人
に大変身。

　6月―田の緑が濃くなり、梅雨到来。今月は厄払
いの意味がある小豆を乗せた水無月という和菓子
作りに挑戦。京都では定番の6月の和菓子だそうで
す。ちょっと上品に頂きました。

　7月―暑さに負けず、デイケア夏祭りを開催。日替
わりで輪投げや射的、ヨーヨー釣りなど、昔懐かしい
遊びで楽しみました。三郷保育所からもかわいい園
児が遊びに来られ、利用者さんの頬も緩みっぱなし
でした。

　毎年恒例！2階、3階、デイケア合同
の風船バレー大会を開催しました。
皆様この日のために練習を重ねて
きました。その結果、白熱した試合
展開に。
　疲れもありましたが、最後は達成
感の方が強く、皆様良い笑顔でし
た。結果は、1位デイケア、2位3階、
3位2階でした。

季節を楽しみましょう。
～頭と手を使い、心身を活性化～

和みでは、７月２４日にすいか割りを行ないました。すいかを見て「あれ、大きいわぁ」と驚かれ、持って頂くと皆さん「あれ、
重たいわ。落ちる、落ちる。」と、とびきりの笑顔でした。全員が、順番にすいかを割ろうと棒で何度も叩いて下さり、「それ！
もういっちょう。」など声援が飛び交う中、すいかが半分に割れた時は、拍手と歓声で大いに盛り上がりました。

『夏の風物詩　すいか割り』

大岩山で夏が来たー

『ふたすぎ』のそば職人さんがデイサービスに来
て下さいました。出来上がりの生蕎麦をみて利用者
様が一句詠まれました。 「かき氷」ののれんをつけて、セ

ルフサービスかき氷！定番のいちご
にメロンやみぞれもあるよー。頭が
キーンとして、それもまた夏だねー。

かき氷で頭キーン

地域密着型特養 和み

リニューアルオープンから4か月が経ち、初めて
の夏!!『暑い夏を乗り切るぞー！エイエイオー！』と皆
さんと声をかけながら、さらにアツイ２０１６夏。

デイサービス

梅雨晴や 生糸の感触 手打そば

今年も
大岩山きたよー。

あ!
そっち行ったよ!

それ、もういっちょう
ドキドキ!
ハラハラ!

夏はやっぱり大岩の
そうめんだねー！



動物との触れ合い

誕生日の外出会

E NV E T
　こもれびでは外出会やクッキングなど、入居者の方々
に楽しんで頂こうとどのユニットも企画が満載でした。
その中の一部ですが、ご紹介します。

　7月某日、職員の飼っている愛犬・愛猫を入居者の方々
に触れ合って頂こうと企画を行いました。
　職員も、入居者の方々も犬好き、猫好きの方が多く、
今も自宅で飼っている方も居られ、短い時間でしたが久
し振りに実際に犬・猫に触れ、とても喜んでおられました。
　他のユニットの入居者の方々も、動物との触れ合いに
遊びに来られ、たくさんの笑顔が見られました。
　職員も、入居者の方々の笑顔にとても癒やされ、企画
はとても好評でした。今後も定期的に開催し、日常生活
の楽しみの時間を作っていけたらいいと思います。

　入居者さんの誕生日祝いに、御本人の希望を聞き外
出をしました。
　「ケーキ」を食べたいと言われた方は喫茶店へ、「お
寿司」が食べたいと言われた方は回転寿司へ行き、お
好きなものを食べてお祝いしました。
　お腹も心も満たされて、とても良い笑顔で誕生日を迎
えることが出来ました。

【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
こもれび

四つ葉のクローバー
見つからないわ

暖かいねぇ

E NV E T

　かけはし開所１０周年を迎え、１０年の歴史を利用者さん
と共に動画や写真で振り返りました。
　１０年前にかけはしが出来るまでの工事の様子や、お変わ
りなくご利用されている方の懐かしい姿、今まで行ってき
たイベントなど、たくさんの思い出が詰まっていました。
　そして新たなかけはしの象徴として歌と体操を融合した
「かけはし節」を作り皆さんの前でお披露目しました。

東屋で一休み

色んな歌を皆で唄いました♪

「かけはし節」

どっこいしょ～

草津節のリズムに合わせて♪

ご利用者さんと一緒に
作りました！

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

かけはし10周年イベント！！

　日差しが強いので、利用者さんが作った帽子を皆でかぶって、隣にある
公園までお散歩へ出かけました。
　途中、東屋で一休みし立山連峰を眺めながらお話も弾んでいます。

お散歩で日向ぼっこ♪

懐かしいわねぇ～



ロ コ モ コ 丼

介護食レシピ●介護食レシピ⑰
材料

①ご飯は炊きあがった後に「照り焼きのたれ」で味を付けておきます。
②ハンバーグは和風に煮込む。
③トマトは湯むきし食べやすい大きさに切る。
④レタスも食べやすい大きさに切る。
⑤味を付けたご飯の上にレタス、トマト、ハンバーグを乗せる。
⑥仕上げに温泉卵を乗せて出来上がり！
※玉ねぎのフライやパイナップルを添えるとより本格的になります。

作り方

ハワイの料理であるロコモコ丼を施設に合うようアレンジしてみました。
味にメリハリがあり好評でした。食欲の落ちやすい夏場にどうぞ！

コメント

4人分

●ご飯・・・・・・・・180g×4人分
●照り焼きのたれ・・・・・・・適量
●ハンバーグ・・・・・・・・・・・・4個

●レタス・・・・・・・・・・・・・・・1/4玉
●トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
●温泉卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個

★ハンバーグは煮込むことで柔らかく仕上がり
ます。
★温泉卵を使用する事食べる時に滑らかになり
飲み込みやすくなります。

ポイント

今日もいい味♪

隣の畑で
採れました。

いい焼き具合

一人一役で調理しています。

土がいいから、おいしいじゃがいもに育つんです。

甘くておいしいやすらぎの手作りスイーツ♡

［連絡先］富山市水橋市江260　☎076-478-5501
やすらぎの郷

E NV E T
　残暑厳しい毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
　暑さにも負けず、やすらぎでは、畑で収穫した、茄子、胡瓜、
じゃが芋を使って、お味噌汁やおやつを手作りしています。
　特に、皆様に好評頂いているのが、「じゃが芋餅」です♪
片栗粉が入っているので、もちもち～っとした食感が楽しい
おやつです♥
　今年の夏も、セミの鳴き声に負けないよう、笑い声の絶
えない時間を皆さんとすごしていまーす♪

じゃが芋もちを作っています。

次　何切ろうか？

もっ
ちり
して
ます
。

新じゃが♪

その人らしく生きる
福祉・介護の充実
のために私たちと
いっしょに働いてみ
ませんか。

介護老人保健施設レインボー
特別養護老人ホームしらいわ苑

お問い合わせ下さい。

● 子育て中の方も、ブランクのある方も大歓迎
● 施設見学・就業説明会を随時開催しています。

[お問い合せ先]　富山市水橋新堀1 ☎076-479-2082 
  　　人事担当／池田・加藤までしらいわ

苑こもれ
び 

介護福祉
士

社 会 福 祉 法 人

とやま虹の会 とやま虹の会

介護職員

看護職員

募集中!

勤  務  先

勤務条件

給　　与

正 職 員

パート職
員

スタッフ一同お待ちしております

HPはとやま虹の会で検索できます。



平成27年度　決算書

　しらいわ苑正面玄関ホールに地域の皆様の作
品を展示するコーナーを開設し「しらいわ苑プ
チ展示館」と名づけました。
　現在、金尾新の高瀬さんのパッチワーク作品
を展示しています。今後も地域の皆様の作品を
飾らせていただき、利用者さま地域の皆様に楽
しんでいただきたいと思います。
　作品募集していますのでよろしくお願いしま
す。お問い合わせは、しらいわ苑加藤までお電
話ください。　　　　　　

 TEL　076-479-2080

しらいわ苑プチ展示館
ー

ー


