
第22号

YKB'sグループ通信
YKB’s Group Magazine



介護事業部
広島県北部エリア

グループホーム

広島・楽々苑 1ページ

介護付き有料老人ホーム

広島・湯楽苑 2ページ

グループホーム
小規模多機能型居宅介護施設

高田・楽々苑 3ページ

サービス付き高齢者向け住宅

吉田・楽々苑 4ページ

グループホーム

三次・楽々苑 5ページ

広島県南部エリア

しらさぎビル
グループホーム
小規模多機能型居宅介護施設

佐伯・楽々苑
サービス付き高齢者向け住宅

イーグレット 6ページ

グループホーム

井口・楽々苑 7ページ

グループホーム

令和の杜 8ページ

岡山県倉敷エリア

グループホーム
小規模多機能型居宅介護施設

倉敷・楽々苑 9ページ

サービス付き高齢者向け住宅

令和の森 10ページ

保育事業部

広島県南部エリア

さくらんぼ保育園 11ページ

岡山県倉敷エリア

NICONICO保育園 12ページ

TOPICS 13ページ

Ⅰ. 地鎮祭

Ⅱ.オンラインレクリエーション参加

Ⅲ.一斉清掃

Ⅱ. 避難訓練

目 次



10月 秋祭り
広島・楽々苑では毎年秋祭りに合わせて

お神輿のリニューアルを行い、この秋限定
の神輿が登場します。今年の仕掛け神輿は
中から「秋」が出てきます！

神輿の後には釣りゲームをして小規模な
がらに楽しい時間を過ごせました。

11月 職場体験受け入れ
「広島北特別支援学校」より、

高校1年生の生徒さん1名の職場体験を受
け入れました。初めての介護現場になかな
か緊張もほぐれなかった時間もありますが、
一生懸命に学ばれていました。

12月 散髪
年の瀬を前に数日かけて18名の

ご利用者様の散髪を実施しました。

12月 クリスマス
今年は昨年よりも少し大きなクリスマス会ができました。
スタッフが練習を重ねたハンドベルやバルーンアートを

披露し、ご利用者様に楽しんでいただくことができました。
プレゼントはぞれぞれご利用者様に合わせて準備しました。

ご利用者様、職員共に記念になるハッピークリスマスと
なりました。



11月 保育所との交流
湯楽苑近くの保育園と交流会の代わりにプレゼント交換を行いました。湯楽苑では

ご利用者様に手伝っていただき、「絵合わせパズル」と「ブレスレット」を作りまし
た。子ども達からは「かわいい手作りしおり」を頂きました。ご利用者様には色とり
どりのしおりから、好きな色を選んでいただきました。ご利用者様もとても喜ばれて
おられました！

12月 クリスマス
1階、2階に分かれてクリスマス会を行いました。
ランチタイム前にまずはお花のプレゼント！続いてランチではシャンメリーで

「乾杯」しました。
お食事を終えてお部屋に戻ったご利用者様…「何か置いてあった！」「サンタさ

ん来とったわ！」嬉しそうな声が聞こえます。実は、こっそりスタッフがプレゼン
トを置いておきました。プレゼントの中身はカレンダー、洗身タオル、足ふきマッ
トです♪喜んでいただけたようで何よりです！

湯楽苑の入り口に飾ってある家を
リフォームしました♪



10月 保育所からご来苑
みどり保育所の園児さんが高田・楽々苑にご来苑されました。感染症対策の

為、交流とまでは行きませんが、苑庭まで来ていただき、ご利用者様も少し離
れたところから顔を合わせられました。

ちょうどススキが駐車場に生える季節で、園児さん達はそれを片手に楽しそ
うに遊んでおられました。

11月 紅葉ドライブ
高田・楽々苑の近くへ紅葉ドラ

イブに出かけました。一面の紅葉
をご覧になり、ご利用者様もリフ
レッシュしておられました。

普段のご様子
小規模のご利用者様が別の施設

に入所となり、当日の通いサービ
スのご利用者様とお別れの記念撮
影をしました。



10月 秋の花・壁画作り
吉田・楽々苑のご入居者様がコスモスの貼り絵の作品を完成されました。色と

りどりの花びらが映えるように背景の色にもこだわりました。完成した壁画は食
堂に飾り、毎日ご入居者様に楽しんでいただいています。

11月 鹿の出現
11月の初旬、スタッフがふと施設の外を見

ると、なんと鹿が一匹草を食べていました。
実はご近所で鹿を見つけるのはこれで2度目

です。
山での食べ物が少なくなったせいか数匹の

鹿が空き家の草むらに住み着いているとのこ
と…。鹿に山へ返ってもらうため、警察官数
名がネットなどを持って鹿を追いかけている
場面を度々目にするようになりました。

12月 ハチ・撃退
12月の初旬、2階の軒下に大きなハチが

ソフトボール程の大きさの巣をつくり、
ブンブンと飛び始めていました。発見者
からの通報を受け、常備していた殺虫剤
で瞬時に退治することができました。も
しも刺されていたらご入居者様、スタッ
フも大事になってしまうところ…無事に
解決。これで一安心です！



ゆず湯
冬至の日には湯舟をゆず湯にして

入浴していただきました。
ゆずの香りでリラックスして頂けた

ようでした。

12月 クリスマス会
クリスマス会を開催しました。カープ体操やレクリエーションで盛り上がり、

最後にはプレゼントをお渡ししました。サンタ（スタッフ）から大きなプレゼ
ントを受け取ったご利用者様は「ありがとう」と嬉しそうにされていました。



しらさぎビル

10月 ハロウィン
ハロウィンの壁画を作成しました。
グループホームではAユニット、B

ユニットそれぞれで異なる絵柄のもの
を完成させ、ご利用者様と記念写真を
撮りました。

小規模で作成したものは、3階の保
育園との共有スペースに飾りました。

11月 散髪
今年最後の散髪に来ていただきまし

た。新しい髪型も気に入られたようで、
写真撮影をお願いすると、晴れやかな
笑顔で応じてくださりました。

12月 クリスマス
グループホーム、小規模それぞれでクリスマスを楽しみました。
クリスマス会ではペットボトルを使ったボウリング大会を開催しました。本物のボ

ウリングさながらの上手な投球で見事倒しておられました。
また、クリスマスツリーを飾り付け、しらさぎビルの1Fエレベーターホールに飾

りました。お越しになった方にもクリスマスを感じて頂けたのではないでしょうか。



10月 壁画制作
秋をイメージした壁画を制作しました。折り紙で作った紅葉をご利用者様に

貼り付けて頂きました。立体的で素敵な壁画が完成しました。

12月「クリスマス会」
クリスマス会を開催しました。スタッフ

がサンタになり、ご利用者様にプレゼント
をお渡ししました。定番のクリスマスソン
グ3曲を歌い盛り上がりました。

誕生日会では、ボール遊びをしました。



10月 ハロウィン
ハロウィンパーティーを開催し

ました。ご利用者様にはそれぞれ
ハロウィンにちなんだモンスター
に仮装して頂き、スタッフからお
菓子を受け取りました。

10月 秋祭り
静かに秋祭りを行いました。ご利用者

様が交代で手作りのお神輿を担ぎ、秋の
訪れをお祝いしました。

ワッショイ♪
ワッショイ♪

12月 クリスマス
クリスマスの飾りを作りました。

ぞれぞれ個性のあるツリーが出来上
がり、皆様で見せ合いながら記念に
写真を撮りました。



10月 ハロウィン
ハロウィンの日にNICONICO保

育園の子ども達がお菓子をもらいに
来ました。

12月 冬至
ゆず湯をご用意しました。厄払い、

良い年を迎えられますように♪

11月 やきいも
敷地内の掃除をし、木などを燃

やして処理するついでに焼き芋を
しました。

とても甘くおいしく、皆様大喜
びでした。

12月 クリスマス
クリスマス会を行いました。
漫才や、クリスマスソングの合唱、スタッフによ

る華麗な演奏を聴いてもらいクリスマスを楽しんで
いただきました。



10月 ハロウィン
令和の森にもNICONICO保育園から子ども達

がお菓子をもらいに来ました。

クリスマス会では、
スタッフが
練習した出し物を
披露したり、
クリスマスソングを
合唱し、楽しみました。

11月 紅葉見学
近くの公園に紅葉を見に行きました。

当日希望の方に参加してもらいました。
天気も良かったので、暖かい中で秋を楽
しむことができました。ご利用者様にも
喜んでいただけたようでした。

12月 クリスマス
▽クリスマス準備の様子



10月 食育の日
食育の日にサンドイッチ造りをしました。

自分で作って食べるといつもよりもおいし
く感じたようでした。

11月 冬野菜
みんなでラディッシュと小松菜を植え

ました。
「おいしい野菜になぁ～れ♪」とおま

じないをかけたので、大きくておいしい
野菜ができることでしょう。

11月 遠足
こぐま組のみんなで西広島まで遠足に行き

ました。道中のスタンプラリーにお弁当…
楽しい思い出がたくさん出来ました。

さくらんぼ保育園の普段の過ごし方
室内ではみんなで仲良くおもちゃを使い、

天気がいい日は毎日公園で遊んでいます。
「子どもは風の子」…外はすっかり寒くなりましたが、
寒さに負けず元気いっぱいに駆け回っています。



お弁当の日
感染症対策で親子遠足が中止になってしまった代わりに

お弁当を作っていただき、園庭などで食べました。子ども
達も朝から今日のお弁当を楽しみにしていて、「美味しい
～！」とニコニコしながら食べていました。

保護者の皆様、お弁当のご協力ありがとうございました。

ほし組 そら組にじ組

お楽しみ会
秋のお楽しみ会では、近所の公園に行きました。

先生の出し物を見た後は、松ぼっくり拾いや、
『むっくりくまさん』で遊びました。
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地鎮祭

11月6日、飯室で新しい事業所建設のための地鎮祭が執り行わ
れました。外部の方や飯室のスタッフにもご参加いただき、建
設の安全祈願をしました。

10月 オンライン体操レク
オンラインで開催されているレク

リエーションに参加させていただき
ました。

10月は介護エンターテイナーの講
師の方が開催した体操レクに参加し
ました。分かりやすく、時に笑いあ
りで楽しく体を動かしました。

12月 音楽レク
12月は音楽レクに参加しました。懐

かしい歌を全国の介護事業所の方と一
緒に歌いました。

外部との交流が難しいご時世ですが、
オンラインでつながった全国のいろい
ろな施設のご利用者様と楽しい時間を
過ごしました。

オンラインレクリエーション参加
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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。

一斉清掃
毎月第一日曜日はYKB’sグループ全体で一斉清掃を行ってい

ます。12月には大掃除も兼ねて、より気合を入れて清掃しまし
た。寒くなってきましたが参加して下さったスタッフの皆さん
ありがとうございます！

飯室

井口

佐伯

避難訓練
秋の避難訓練を行いました。同じ敷地内の事業所と合同での

実施です。出火場所を決め、スタッフが連携して初期消火、避
難誘導を行います。有事に備えてしっかりと対応を確認するこ
とができました。

飯室 佐伯倉敷


