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7月 七夕
1階、2階それぞれで分かれて七夕を楽しみました。
ご利用者様の短冊を見ると、「健康」や「元気で」

といった言葉が多く見受けられます。願い事は言葉に
すればきっと叶います。これからも元気に過ごしま
しょう！
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8月 原爆の日
原爆の日はご利用者様にとっては大切な一日で

あることだと思います。
ご利用者様と共に過ごすことは戦争時代について
関わり、教わるいい機会なのかもしれません。

これからの平和を祈るばかりです。

9月 敬老会
今年もご利用者様にとって『大切な日』を

ご一緒に祝うことができました。
感染症対策の為、まだ盛大な行事開催は自粛

中ではございますが、フロア毎に分かれて開催
しました。

コンパクトな形での敬老会となりましたが職
員一同の気持ちは変わりません！ささやかなプ
レゼントと共に、これからも皆様のご長寿を心
より祈念致します。

お誕生日を迎えられたご利用者様のお祝いをしました。
皆様、おめでとうございます！！



7月 七夕
1階、2階それぞれのフロアで笹を準備して、ご利用

者様と七夕飾りを作りました。皆様の短冊を見ると、
健康に関する願い事が多いように思いました。

昼食は行事食「七夕そうめん」でした。量が少し
多いのではないかと心配していましたが、しっかりと
完食される方が多かったです。
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8月 原爆の日
8月6日ホールにてテレビ中継を見ながら黙祷を行い

ました。
ある男性のご利用者様は原爆投下後2，3日して広島

市へ家族を探しに行き被ばくされたそうです。当時の
話をしてくださいましたが、体験された方にしか分か
らない話や気持ちがとてもよく伝わってきました。

9月 敬老会
各フロア毎に分かれて、小さな敬老会

を行いました。会場も飾り付け、特別な
日の雰囲気を作りました。皆様がホール
に集まった際に、お祝いの挨拶とメッ
セージ、そしてプレゼントをスタッフか
ら贈らせていただきました。

お祝いの日という事で、当日はランチ
とおやつはいつもよりも少し豪華に…！
皆様「おいしい、おいしい」と次々に平
らげられて大好評でした。

ご利用者様の中には、会の途中で感極
まる方もいらっしゃりました。皆様お元
気でこの日を迎えることができてよかっ
たです。

7月から８月にお誕生日を迎えられたご利用者様です♪
お祝いの品を送ると、素敵な笑顔を見せてくれました。

プレゼントの
栽培セット



7月 七夕
7月7日の七夕に合わせ、グループホームと小規

模それぞれで笹を用意して、ご利用者様に短冊を
かいてもらい、願いをかけました。短冊以外にも
手作りの飾りをつけ、色とりどりでからいらしい
笹の葉になりました。
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8月 ボランティア
家族会のボランティア様と小規模のご利用

者様により、苑庭の花壇の草取りをしていた
だきました。お地蔵様の周りは草を抜いた後、
ケイトウやユリなどの花を植えました。

ご協力いただきました皆様、ありがとうご
ざいます。

9月 敬老の日
高田・楽々苑でも敬老の日の行事を行いました。感染症対策の為、ユ

ニット毎に分かれての開催となりました。
また、ご長寿のお祝いにご家族からプレゼントが届いたご利用者様もい

らっしゃいました。記念撮影をお願いすると、はにかんで写真に写ってく
ださりました。



7月 やまぼうし
毎年恒例のやまぼうしが開花する時期を迎え、美しい花を咲かせてくれました。

昨年の夏からのお手入れのおかげで、去年よりも見事な白い花でした。吉田・
楽々苑ではこちらのやまぼうしの木が苑の表に植樹されており、来客をお出迎え
しています。

今年も皆様で楽しみました。
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8月 平和のひまわり
原爆の日や終戦記念日が近いという事で、

平和な日々に祈りを込めて夏の花ひまわりを
貼り絵で創作されました。「平和」の文字が
鮮明に表現されており、平和のシンボルの鳩
も飛んでおります。今年は、戦争関連の平和
についてだけでなく、新型コロナウイルスの
終息についても「平和」という文字に祈りが
込もっています。

8月 ユリ
玄関先でスタッフとご利用者様が育てた

ユリが開花しました。色はピンク、赤、そ
して真っ白です。玄関先で咲いているため、
ご来苑の方々を楽しませています。
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7月 七夕
七夕の飾りを作成しました。ご家族や自分の

健康、ご夫婦仲良くいられること等様々な願い
事が書かれていました。また、当日は小規模な
七夕会として、職員の出し物を楽しんでいただ
きました。

8月 避難訓練
三次・楽々苑全体で避難訓練を行いました。

ご利用者様全員を誘導し、無事に訓練は終了
しました。

実際に緊急事態が起こらないことが一番で
すが、万が一の際にはご利用者様、スタッフ
共に安全を確保できるように、しっかりと確
認を怠らないようにしたいと思います。

9月 夏祭り
夏祭りの会を開催しました。お祭り

のうちわを全員に配布し、納涼してい
ただきました。座ったまま体操を兼ね
て盆踊りを踊っていただきました。

忘年会でもおなじみの
カープ体操です。

特にカープファンの方
は楽しく口ずさみながら

踊っておられます。



7月 七夕
グループホーム、小規模それぞれで願い事をかけた短冊をかけました。短冊はご利用

者様に書いていただきました。中には今年の東京オリンピックに関する願い事を書いて
おられる方もいらっしゃいました。
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8月 原爆の日
ご利用者様・スタッフ一同でホールに集まり、8時15分

に黙禱を捧げました。
平和祈念式典を集中してご覧になる姿や深く祈る様子にス
タッフも改めて原爆、戦争の悲惨さ、そして平和について
考えさせられました。

8月 夏祭り
お盆にちなみ、夏祭り風のレクリエーションを実

施しました。もちろん新型コロナウイルス対策の為、
2ユニット合同での盆踊りや屋台等は控えた小規模
なお祭りですが、いつもと一味違うレクリエーショ
ンや会場設営で、ご利用者様も雰囲気を楽しんでお
られました。

9月 敬老の日
敬老会を開催しました。今回のレクリエーション

は椅子に座ってボールを蹴る遊びと、『箱の中身は
なんだろな？』です。おやつには敬老のお祝いの紅
白饅頭を召し上がっていただきました。また、会の
最後には佐伯・楽々苑からプレゼントをお渡ししま
した。皆様、楽しみ・喜んでいただけたようでした。



8月 原爆の日
平和祈念式典を見ながら、原爆の

日に祈りを捧げました。式典の中継
をつけると、ご利用者様方は自然と
テレビの前に集まり、じっと誓いの
言葉を聞いておられました。

また、平和に祈りを込めて、事前
におりづるの作品を作りました。当
日はテレビの前に飾っていました。
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9月 敬老の日
今年も新型コロナウイルス対策の為、例年のような大規模な敬老会はできま

せんでしたが、お食事でお祝いしました。
こちらは当日の特別ランチです！
豪華に松茸ごはん、お吸い物、お刺身、煮物、白和え…ボリュームたっぷり

です。
おやつには紅白饅頭をご用意しました。
ご利用者様も「おいしい、おいしい」とにこやかに平らげておられました。

苑内でのご様子
壁画制作をして頂きました。

何日かかけて2階のご利用者様
で協力して作りました。
できた作品はせっかくですの
で井口・楽々苑2階に飾ってあ
ります。



9月 敬老会
令和の杜でも敬老の日をお祝いしました。ご利用者

様へお祝いのプレゼントをお贈りすると、大変喜んで
いただけたようで、用意したスタッフ一同もうれしい
気持ちをお裾分けしてもらいました。
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7月 七夕
6月から少しずつ作っていた七夕の飾りが完成しました。1階・2階それぞれ

に分かれ、完成した笹の木と一緒に記念撮影をしました。ご利用者様が短冊に
書いたお願い事が叶いますように…。

季節の
壁画制作

普段のご様子

お誕生日を迎えた
ご利用者様の

お祝いをしました。



7月 七夕
皆様で笹の木に飾り付けを行い、

おいしい七夕ゼリーを召し上がりま
した。
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8月 夏祭り気分
いつもお食事を提供してくれてい

る業者さんにご協力いただき、ラン
チに屋台風のメニューを用意しても
らいました。

スタッフも例年の盆踊り大会の様
に会場を飾り付け、浴衣を着てお食
事の準備をしました。

9月 敬老のお祝い
併設のNICONICO保育園から敬老のお祝いをいただきました！

卓球や輪投げ、
体操等楽しみながら
リハビリにもなる
レクリエーションを
取り入れています。

お誕生日おめでとう
ございます！



7月 七夕
短冊に願い事を書き、おやつにはおいしいゼリーをいただきました。
ホールに飾った笹の木は、ご利用者様とスタッフが協力して飾り付けました。
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8月 夏祭り風お食事会
夏らしさを感じて頂こうと、ランチメニュー

を屋台風にし、浴衣で提供しました！
せっかくですので、いつものホールもお祭り

風に飾り付けています。
皆様、笑顔で楽しそうに食事されており、大

成功でした。

普段のご様子
漢字パズルや魚釣りゲーム、

塗り絵などに取り組まれています。
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9月 お月見会
9月21日は中秋の名月、さくらんぼ保育園で

はお月見会を開催しました。紙芝居を見たり、
お団子作りを楽しみました。

みんなで作ったお団子は、おやつにしておい
しくいただきました。お昼の行事食も気に入っ
てくれたようで、ペロリと食べていました。

8月 りす組

年少さんのりす組さん
達も保育園で過ごすこと
になれてきたようです。

お友だち同士で関わる
ことも増えてきました！

7月 水あそび
7月から8月にかけて水あそびを実施しました。

今年の夏はなかなか天気に恵まれない日も多かったです
が、晴れの日には元気いっぱいに遊びました。

一人ひとりがしっかりと水あそびを楽しめるように、
クラスごとに分かれて水あそびを実施しています。他の
クラスでは待ち時間におままごとや制作をして自分の好
きな遊びをして過ごしてもらって
います。

8月 うさぎ組

6月末に植えた夏野菜
を収穫しました。採れた
トマトの感触をしっかり
確かめていました。

8月 こぐま組

公園で遊びました。
すべり台を仲良く順番
交代して遊んでいました。
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7月 不審者対策訓練
不審者が侵入してきた場合を想定して、避難と不審者

抑制の訓練を行いました。

ほし組

そら組

にじ組

犯人確保～！！

七夕には短冊を書きま
した。笹の木は子どもた
ちと一緒に飾り付けをし
ました。

貴重な晴れの日には外で水
遊びをしたり、公園へ遊びに
いきました。

公園ではのびのびと元気
いっぱい走り回っていました。

今年は雨の日が多く、
なかなか水遊びができま
せんでした。

その代わり、室内でで
きる遊びを工夫しました。
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事業所までお問い合わせください。

インスタグラム更新！

YKB’ｓグループインスタグラムのフォロワー数が増えました。
いつも閲覧・いいね・フォローいただいている皆様ありがとう
ございます。今後もホームページと併せて更新して参りますの
で、ぜひチェックしてください。

オール巨人さんのリモートコンサート参加

9月24日、『よしもとお笑い介護ブ！によるオンライン介護レ
ク』に参加させていただきました。

オール巨人さんの他吉本興業所属のお笑い芸人さんが参加さ
れており、楽しませていただきました。全国の介護施設もリ
モート参加されており、沢山の方が観ておられました。

有名人からいいねを
もらう事も…！？



YKB’sグループ情報企画室
TEL.082-924-2020 FAX.082-924-1220
〒731-5136
広 島 県 広 島 市 佐 伯 区 楽 々 園 2 丁 目 1 - 3 4

ホームページ https://www.ykbs-group.jp/

Instagramインスタグラム
広島本部 @ykbs.group 倉敷 @rakurakuen.kaigo QRコードを読み取ると

HPに繋がります。

実務者研修スタート！

前回お知らせした、介護福祉士実務者研修のスクーリングが始
まりました。しらさぎ会場では 12 名、吉田会場では 7 名の参加
者が集まり、丸一日かけて講義を受けています。長時間のため、
参加者も毎回帰るときには非常にお疲れのご様子です。

腰痛防止研修

講師の方をしらさぎビルに招き、腰痛防止の研修をしていた
だきました。新型コロナ対策の為、YKB’ｓグループの全事業所
をZoomで繋ぎ、遠方の事業所のスタッフにも受講いただきま
した。事前配布資料とカメラを使い、実際に体を動かしながら
説明して頂きました。

しらさぎ会場での研修の様子


