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PICK UP

☆七夕行事食
（倉敷・NICONICO保育園より）
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7月に入って、約3か月ぶりにホールに集まっての行事を行
いました。…もちろん、「密」にならないように隣の方との間隔
は空けています！
皆様に歌詞カードを配布し、歌を歌ったり、短冊を紹介したり、
七夕クイズ！等々…楽しみながら頭も働かせてくださいました。
久しぶりにホールにご利用者様の笑い声が響きわたり、職員も
日常が戻ってきたことにほっとしました。

七夕会開催

7月も毎月1回の湯楽苑と楽々苑の合同研修会を
行いました。
今月のテーマは『認知症について』です。担当職
員が作成した資料を基に話を進めていきます。「認
知症とは」「BPSDとは」…様々な項目について分
かり易くまとめられていました。
経験の浅い職員とベテランの職員が一緒になって
話し合う事で知識を深めることが出来ました。

施設内合同研修

☆BPSDとは…
「Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia」の頭文字
をとったもの。日本語訳すると「認知症の行動と心理症状」。認知
症の進行による脳神経細胞の障害による認知機能の低下(これを中
核症状と言います)に加え、心理的要因・身体的要因・環境要因な
どが相互的に作用した結果起こる様々な精神症状や行動障害のこと。

▼職員作の資料！
うまくまとまっています！

Column

朝食が終わった後、8時15分にホールに
て、黙祷を行いました。
テレビで平和記念式典の中継を見ながら、
広島市内方面に向いて祈りを捧げました。
黙祷後はご利用者様同士で、当時の事を
振り返っていらっしゃいました。

原爆の日

吉田・楽々苑では毎年7月初旬にセンター
ツリーのヤマボウシが真っ白な花を咲かせ
ます♪
今年も美しい花を咲かせてくれました。

上が4月に芽吹いた
つぼみで下が7月です！

ヤマボウシが綺麗な花をつけるためには、
夏季の水やりが非常に重要です！
せっかくなので、お天気がいい日にご入
居者様とお散歩がてら観賞会☆彡



8月号 - 02 -

七夕会
7月7日は年に1度のロマンティック・ナイトです♡
まずはそれぞれのフロアにて、織姫と彦星のロマン
ティックな話を聞き、恋したあの日を思い出す、そん
なひと時を過ごしました(*ﾉωﾉ)
今年はあいにくの雨で、天の川が夜空いっぱいに…
とはなりませんでしたが、施設の中で七夕を楽しみま
した。
皆様も思い出に残る一日を過ごせたでしょうか…？

▽星形プリン☆

7月のお誕生日会
7月は２名のご利用者様がおめでたい日を迎えられました☺
ご家族様にもご参加頂くことができ、一層盛り上がる会となり
ました🎉
ご利用者様に合わせたプレゼント🎁をお贈りしたところ、
喜んで頂けました。
様々な催しが自粛される中でも、一人一人の大事な一日だけ
は外さず、安全に配慮して行事を開催したいと思っております💛

△ご利用者様方の
短冊です(*^^*)
皆様のお願い事が
叶いますように～☆

お誕生日おめでとう
ございます！
(#^.^#)♪

黙祷～原爆の日～

今年で終戦から75年となります。
8月6日8時15分。様々な思いを胸
にご利用者様・職員一緒に黙祷を行い
ました。
若い世代は語り継がれた話からしか
戦争を知ることが出来ませんが、皆様
の体験を無駄にしないように、受け継
いでいきます。

毎年この日だけは忘れて
はならない日です。

えぇ服もろぉたわ♪
ありがとね
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梅雨が明けると天気がいい日が続
くようになりました！
急に暑くなったので、熱中症には
気を付けながら、施設の周りをお散
歩しました。とても暑いですが、梅
雨のじめじめしていた時よりも皆様
はつらつとされています♪
帰り道にお地蔵様を見つけてお祈
りされる方もいらっしゃいました。

散髪に来て頂きました。
夏本番を前に髪の毛をすっき
りさせて、気分リフレッシュ✨
身も心もさっぱりさせて今年
の夏を乗り切りましょう…！！

お散歩

散髪

花壇
梅雨の季節、雨の上がった日に、ニチニ
チソウ・ポーチュラカ・ゼキランサスなど
のお花を花壇に植えました。

七夕飾り
先月号より小規模多機能での七夕
の壁飾り製作をお伝えしましたが、
無事に完成しました！スマイルとス
イカで夏らしさ満点です！

ご家族様からもお花を頂き、ありがとう
ございました！

元気に育ち
ますように…

花壇が色とりどりに
なりました♪

面会
新型コロナウイルスの感染者が増
加していることを受け、感染防止の
ために、この度は窓越しの面会を行
いました。

七夕の壁画を制作しました！ご利用
者様と職員で一緒に、願い事が叶いま
すように、と願いを込めた短冊を飾り
付けました。

広島市西部地区

8月に入ると、アサガオ
の壁画を製作しました☆
うまく丸い花びらを作れ
るように、折り目を付けた
り、切れ目を入れたり工夫
してみました。
皆様、手先が器用で、沢
山作ることが出来たので、
大きなアサガオのプラン
ターになりました♪

七夕飾り

アサガオ飾り



8月号 - 04 -

施設内の畑では野菜を沢山育てていま
す！
できた野菜はいつも食べごろになると
収穫して、調理をし、お食事の際に皆様
に召し上がっていただきます(^^♪
この日はししとうが食べごろだったの
で炒め物にしました。ご利用者様にも調
理のお手伝いをして頂き、ちょうどいい
火加減で、美味しくいただきました♪

岡山県・倉敷地区

胡蝶蘭
令和の杜開設時にいただいた胡蝶蘭
が、再度花を咲かせました！綺麗な花
が飾ってあると華やかになりますので、
うれしいですね♪
せっかくなので、ご利用者様と職員
と、一緒に記念撮影もしました。

七夕
皆様の願い事でいっぱいの笹を見ながら、
七夕の会を行いました。
飾られた短冊の中に「天国の母上様。私は
元気です。」と書かれたものを見つけ、職員
も思わずうるうるしてしまいました…
「今年も皆様が元気に過ごせますように」
と職員の願いを込めた短冊も飾りました。

ご利用者様一人一人が短冊にコロナ
ウイルスに負けない強い願いを込めま
した。楽しく歌を歌い有意義な時間を
過ごされました。



プール開き
今年は梅雨にたくさん雨が降りましたが、
晴れ間の日にプール開きをしました！
まだお水に入るのが怖い子はプールサイ
ドで用心深く遊んでいましたが、もう水に
慣れている子はプールの中に入ってもへっ
ちゃらです(^o^)／

△乳児さんは
シートの上で水遊び☆彡

七夕会
事前に先生達で子ども達の短冊を手
作りし、行事のプログラムを組み、準
備万端で七夕会を開催しました☆彡
まずは七夕のお話を紙芝居で学び、
行事食の材料に触れて、夏野菜の事を
学びました。最後はみんなでそうめん
を食べて、七夕を堪能しました。

七夕食のそうめん☆彡
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七夕
今年の七夕は残念ながら大雨でしたね…(T_T)
ですが、倉敷・楽々苑施設内では、雨にも負けず
七夕行事を楽しみました♪
笹の葉に飾りをつけていただき、おやつには羊
羹を召し上がって頂きました(*^^*)
おやつの羊羹はとても涼しそうな見た目で、美
味しくいただきました☆

農作業
倉敷・楽々苑では敷地内で花や野菜を育
てています。
農作業の一部はご利用者様に手伝ってい
ただいています。おかげで、とても大きな
キュウリに育ちました！
せっかくなので、育ったキュウリはご利
用者様に味付けを手伝っていただいてから
召し上がってもらいました。

△七夕にちなんだ羊羹

△ザルに収まりません！（笑）

保 育 事 業



ト ピ ッ ク ス Ｔｏｐｉｃｓ
社内での動きをお伝えします

8月号 - 06 -

コロナ禍にて

今年に入ってから、新型コロナウイルスが大流
行して、全世界的に混乱をきたしています。
YKB’sグループでも4月より、面会の制限を行っ
たり、施設内でも検温や体調確認、消毒等厳戒態
勢で安全対策を行っております。
そんな中、吉田・楽々苑宛てに、ご家族様より、
お礼と励ましのお手紙を頂きました。暖かい言葉
を頂き、職員も元気をもらいました。
大変な世の中ですが、今後とも皆様が安心して
健康に過ごせるように引き続き頑張って参ります。

インスタグラム

YKB’sグループのインスタグラムフォロワー数が、広島本部・倉敷ともに200
人を超えました！今後とも定期的に更新して参りますので、ホームページと合わ
せてご注目ください☆彡

七夕会をしました！職員が手作りした紙芝居
を読み聞かせしてもらったり、飾り用の星の製
作をしたりして、七夕の雰囲気を楽しみました。
当日の給食は七夕メニュー！！みなさん大き
なスイカを口いっぱいにほおばっていました。

上手にお星さま
できたかな？

お、お、…
おいし～～～～い‼‼



YKB’sグループ情報企画室
☎082-924-2020 📠082-924-1220
〒731-5136
広島県広島市佐伯区楽々園2丁目1-34

YKB'sグループ 🔍

Instagram インスタグラム
総合福祉施設YKB’sグループ/広島本部 ID▷@ykbs.group

介護福祉のYKB’sグループ/倉敷・楽々苑 ID▷rakurakuen.kaigo

💻 https://www.ykbs-group.jp/

ホームページやインスタグラムで
日々の活動を紹介しています！

ひまわり

一部のひまわりたちはしらさぎビルにお引越ししてきました。
お引越しから一週間ほどで、すくすくと成長し、こちらでも立
派な花を咲かせてくれました！
今年咲いたひまわりからも種を採取します。また来年も綺麗
な花が咲きますように♪

4月から湯楽苑で栽培していた、ひまわりの花が無事に開花しました！約3か月で立派
に育ったひまわりを見ていると長い時間が経ったことを感じます…！夏休み中という事
で今月はひまわりについて特集致します！！

4月24日
5月8日
ひまわりが芽を出しました。
それぞれプランターと苑庭に植えまし
た！

5月22日
晴れの日が続き、葉が生
い茂ってきました(*^^*)
すっかりプランターが狭
そうです。

6月7日
どんどん成長して、も
う看板が見えなくなる
ほどの高さです！

6月28日
大雨の日から一気に成
長して、小さいですが
花を咲かせました！

7月某日
ついに小さなひまわり畑になりました♪
今年は大雨の影響か例年よりも生育が早かった
です(#^.^#)立派に育ってくれてよかった～！

ところで皆さん、ひまわりに「あいりちゃん」「はるかちゃん」と名前がついている
理由をご存じですか？この2種類のひまわりを育てる事は、実は全国的な取り組みなの
です…！
「あいりちゃん」は広島県で起こった悲しい事件、「はるかちゃん」は阪神淡路大震
災での出来事が名前の由来です。それらのひまわりから採れた種を全国で生育すること
で、事件や災害の恐ろしさを伝え、命の大切さを考え直すきっかけにするプロジェクト
が行われているのです。

「あいりちゃん」のひ
まわりと「はるかちゃ
ん」のひまわりの種を
植えを植えました。


