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お願い事が
届きます様に・・・

冷たくておいしかったよ。
ごちそうさま～

はじめて「有志の会」さんがご来苑！
素敵なお着物で、歌や舞いに見惚れる約1時間。
ステージのあるデイサービスで大活躍されました！

かき氷作りをしました！３色のシロップが色鮮やかでした！

大きな笹の竹が届きました！
笹が届くまで皆さんで懸命に飾りを作り、
見事に仕上がりました！完成―！

　詳しくは、下記までお問い合わせください。
　特別養護老人ホームしらいわ苑　電話：479－2080　担当：金田

デイサービス利用後、継続して泊まること
ができます。

今年度のテーマは
「心と体を元気（えがお）にする」です！
大規模ならではの楽しみ方で、私達が皆さんの元気を
応援します。
ぜひ、見学にいらしてくださいね～

お泊りデイサービスを始めました。

日曜デイサービス開始！
定員も 50名！
パワフルなデイサービスとなりました☆



特別養護老人ホーム

しらいわ苑

和みでは、ベッドで過ごす時間が多くなりがちな入所者に、楽しくフロアで過ごしていただこうと「パ
ロ」の導入を試みました。パロを介して入所者同士の繋りや関わりが増え、生き生きとした表情をされ、
入所者の皆さんに好評で人気を集めていました。

アザラシ型セラピーロボット「パロ」が和みに来た～

・体長57cm、体重2.55kg
・アニマルセラピーを期待できるアザラシ型ロボットです。
・多数のセンサーや人工知能の働きによって、人間の呼びかけに反応し、抱きかか
えると喜んだりします。
・欧米では自閉症や認知症の方にセラピー効果を上げ、日本でも導入が進んでい
ます。
・世界一癒されるロボットでギネスにも認定されました。

アザラシ型セラピーロボット「パロ」とは？

地域密着型特養 和み

【連絡先】富山市水橋新堀17番地の1　TE
L 07

6-4
79-
20
80
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こもれび１階「そよ風ユニット」の玄関口に、華やかな生花がいつも生けてあるのをご存じでしょう
か？実は入居されているご家族が定期的に生けて下さっているのです。玄関は家の顔。季節により彩り
豊かな花々をご厚意で生けて下さり、私たち職員も心が和みます。いつもいつもありがとうございます！
他にもこもれびでは多くのご家族のサポートをいただいております。今後もご家族とより一層つなが

りを深め、「こもれび」が、入居者様だけでなく、ご家族にとっても心落ち着く場所と思っていただけるよ
う、頑張って参ります。
なお、こもれびではご家族、地域の方々のボランティアの募集も受け付けておりますので、興味のあ

る方はお気軽にお問い合わせください。

【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

きゅ～って泣いて
かわいいね。

あんた、パロちゃん
って言うがけ。



介護老人保健施設

レインボー

利用者様の在宅生活の支援を最大の目標に掲げ、その人らしく、安心して安全に生活できるように、
利用者さんと一緒に頭と身体と心を動かすお手伝いをしています。

入所サービスでは、病院からの退院後、集中的な歩行練習や筋力強化練習を行ったり、24時間の生
活を通して、日常の動作練習を実践することで在宅復帰への自信をつけてもらうよう支援しています。
また、短期入所サービスでは、土曜・祝日のリハビリも展開し、短期間でも生活レベルを維持・向上でき
るようサービス提供を行っています。

デイケアでは、体力・筋力の向上のための運動プログラムや集中力を高めたり、余暇時間の充実を図
る活動を提供し、利用者さんが自立した主体的な生活を送れるよう支援しています。
また、生活の中での動作を活用した体力・筋力の維持・改善をめざしています。例えば車いす利用者
が椅子への移り替えをすることにより、トイレへ行く・テレビの見える位置へ移動するなど日常のあたり
まえの動きがリハビリになる事を実感していただいております。

レインボーリハビリの取り組み

利用者の皆さんと一緒に話をしたり、歌や体操を披露
してくれるロボット・パルロ。
パルロは、人工知能を搭載し、人とのコミュニケーショ

ンを実現したヒューマノイドロボットです。
パルロに声をかけたり、一緒に歌ったりと利用者さん

にも笑顔が増えて楽しそうです。

新入職員・パルロ

［連絡先］富山市水橋新堀1番地　☎076-478-4784
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　かけはしでは“買い物へ行きたくても行けない”“一人で買い物することが心
配”との声にお応えし、毎日近所のショッピングセンターに出かけています。
　「今日のご飯は何にしよう」「今日は薬が欲しいから薬局へ行こう」「この服
安くて素敵だから買おうかしら」など色々な声が聞こえ、時には悩みながら職
員と相談をして買い物をされています。
　かけはしは、独居の方や家族に頼まれる方が多くおられます。買い物は生活
の一部であり欠かせません。
　 “買い物”を利用者は日々楽しみに待っておられます。

パルロだよ！

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

お荷物は職員にお任せください！

　夏の外出には帽子が必要不可欠です。始まりは、かけはしで散歩をしてい
る時に「日差しが暑くて帽子があったらいいね」との声から、浴衣生地が余っ
ていたものを活用し作成しました。
　“自分たちで作った帽子をかぶって散歩したい”と、思いから一生懸命作っ
ています。
　散歩の時は自分たちが作成した帽子をかぶり「やっぱり帽子があるといい
わ」「これ私の作った帽子だわ」と出かける事への楽しみにもなっています。
　また、作成した帽子を“みずの里市”に作品展示した時に「この帽子売って
いるの？」「こんな軽い帽子だったら畑仕事する時にかぶっていけるわ」とた
くさんの声を頂き、みずの里市でも販売する事になりました。即日完売する
ほどの人気です。
　今ではかけはしでの大事な手作業の一環となっています。

“夏の必需品”帽子作り

お刺身でも買っていこうかな

今日は何にしようかな～ 今日はじゃがいも安いな～

夏らしい帽子　いかが？

似合うでしょ♡

黙々と…

「きゅうりたくさん採れたよ」

「味噌汁をみんなで作りまーす♥」

　やすらぎ畑では、トマト、きゅうり、じゃが芋、オクラなど
夏野菜を作っています。夏野菜は、見るだけでもビタミン
カラーで食欲が増進するといわれています。また、旬の
野菜は栄養価が高いといわれています。そんな新鮮な夏
野菜を使って、味噌汁や炒め物、酢の物などを皆さんで
協力して作っています♪ますます元気で夏を乗り切りま
しょう♪

暑さには、夏野菜！
今年の夏も元気に過ごそう♪

［連絡先］富山市水橋市江260　☎076-478-5501
やすらぎの郷
デイサービスかけはし　サテライト



排泄ケア、認知症ケ
ア、腰痛予防などの
様々な学習会があり、
学校を卒業して働き始
めても、自分のケアを
見直し、実践すること
ができます。

子育て世代の多い、活
気のある職場です。仕
事と子育てを両立しな
がら、安心して働くこ
とができる職場だと
感じています。

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
しらいわ苑ホームヘルパーセンター

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。

しらいわ
苑こもれ

び 

介護福祉
士 サテライト

やすらぎ
の郷 

介護福祉
士

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

とやま虹の会　人事担当／池田・加藤・岩河
電　　話 076-479-2082
携帯電話 090-2033-4353
ラ イ ン ＠mmz5625p

お問い合わせ先

しらいわ苑

ホームヘルパーセンター
しらいわ苑ホームヘルパーセンターでの
　　　　ICT（コンピュータやインターネット技術の総称）の活用紹介

新たな「コミュニケーションツール」
として利用者さん宅で使っています！

［連絡先］富山市水橋新堀17-1　☎076-478-4636

概要

その他のタブレットの使い方

これまでの訪問先での記録

・専用紙を使用し、手書きで記入していた。
・後日、パソコンに入力。
・入力と確認の手間が発生していた。

「タブレット」（携帯端末）を導入しました ・体操の動画で介護予防体操
・脳トレアプリ（将棋などのゲーム）
・料理アプリ

・LINEで簡単に連絡が済ませられる
・社内のファイルサーバとつながっているので、エクセルなどが閲覧できる
・利用者さん宅までの地図をGoogleMAPで調べることができる

職員の声

その他に　・担当ヘルパーの予定が一目でわかる
・急な予定にも対応できる
・既往歴などが閲覧できる
・他事業所と情報の連携が図れる

タブレット（携帯端末）を導入（一人1台 11名分）によって

・訪問アプリを使用し、記録を入力。30分後にはセンターのパソコンに
記録が送信され、記録システムに登録される。

・専用小型プリンターで記録が印刷される。
↓

入力と確認の時間が削減
情報共有のスピードがアップ

・  手書きになれたいたので、使ったことのないタブレットに最初は戸惑いがありました。入
力も携帯電話と違うので、最初は音声入力に頼りながら、記録をおこなっていました。恐
る恐るさわっていくうちに、操作にもなれて今では、自分の携帯電話もスマホに変えました。
まだ手書きのほうが早いですが、事務所に帰ってからのパソコン入力の時間が削減された
ので、業務がスリムになりました。利用者さんも珍しい機械持ってるねと興味津々で、一
緒に料理アプリを見て、これ食べたいとリクエストもされます。
　ある日、利用者さんが救急搬送されたときに、既往歴がすぐに見ることができ、救急隊員
の方に情報をすぐに伝えることが出来ました。
　記録以外にも役立って、今では私の「相棒」です(笑)

　７月９日（日）富山国際会議場で福祉の仕事・職場につい
ての紹介や相談会がありました！
　とやま虹の会のブースには、29名の方々が足を運んで下さ
り、虹の会についてお話させて頂く機会を頂きました。
　学生さんから主婦まで幅広く声をかけて下さり、参加し
た私達が元気をもらったくらいです！本当に感謝します☆

いつでも施設見学お待ちしております！

福祉のお仕事フェア in TOYAMA

新本 智子川上 かなえ

訪問記録もタブレットで！



介護相談会  ショッピングセンターミューズ

介護予防教室  水橋金尾新町内会

　毎月第１水曜日の１３：３０～１５：３０水橋ショッピングセンター・ミューズに
て、水橋診療所の健康相談会とセットで介護相談会を行っています。困っ
たとき介護相談がしやすいようにと、施設の職員が毎月交代で、握力など
簡単な体力テスト、頭の体操などをきっかけにして買い物のお客さんに情
報の提供を行っています。ぜひ気軽に声をかけてくださいね。

水橋 LOVEプロジェクト&いっちゃんリレーマラソン
　水橋のご当地シンガーソングライター河合良さんの「懸け橋」に合わせてと
やま虹の会の職員が、水橋のオススメスポットを紹介します。
詳しくはとやま虹の会ホームページをご覧ください。

いっちゃんリレーマラソン2017
　　　　仮装ランナー選手権で優勝

平成 28年度　現況報告及び決算書をとやま虹の会ホームページに公開しました。
http://www.nijinokai.net/

みずの里市
　水橋池田のなのはな農協二ツ屋倉庫前で毎週水曜日午後４～５時に開かれているみずの里市に、
虹の会の活動を地域の方たちに知っていただこうと、施設・事業所が交代で参加しています。

※かけはしで作った帽子も販売しています。即日完売するほどの人気商品です。

　水橋金尾新の公民館で、楽しく介護予防をしませんかと金尾新町内会の
皆さんにお声をかけ2カ月に一回集まっていただいています。
　内容は、シルバーリハビリ体操を中心に介護保険の話しや認知症、高齢
者がかかりやすい病気や怪我など介護予防に関する豆知識を専門的な知
識を持った職員がわかりやすくお伝えしています。また、季節の歌や懐かし
歌を一緒に楽しむ時間も設けています。
　町内会長さんのご協力もあり8月の開催で、16回目になりました。
　皆様が元気に暮らし続けていただくために、お役に立てるよう続けてい
きたいと思っています。

フードコートの前で、行っています。

地域活動


