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1月1日～3日 お正月
ご利用者様、職員共に無事新年を

迎える事ができました。
おせち料理を召し上がり、記念撮影
を行い、書初めやかるた取りといっ
たお正月らしい遊びで楽しみました。

3月3日 桃の節句
今年は目で見て楽しめる雛祭りを意識し、少
し豪華に楽々苑を飾り付けました！！昼食や
おやつも「桃の節句」にちなんだメニューを
ご用意しました。

1月7日 七草の日
毎年この日は「無病息災」を願って

七草がゆをご用意します。楽しかった
お正月が終わり、身も心も一休みする
ことができました。

2月 節分の日
新型コロナ対策として、皆さんが集まって密になるような大規模な行事は自

粛していましたが、せっかくの行事ということで、制作物を増やし、それぞれ
のフロアで分かれてレクリエーションを開催しました。「鬼は外～！福は内
～！」小さな鬼たちはみんな逃げていきました。



1月1日 新年
1階と2階に分かれて新年会を行いました。新年のお祝いに豪華なおせち料理を振舞

いました。少しボリューミーでしたが、皆様しっかりと召し上がってくださりました。

2月3日 節分「鬼は外！福は内！」
コロナ対策の為、全体で集まっての開催は難し

い状況だったのですが、行事の気分だけでも楽し
んでいただくべく、お部屋を訪問し、記念撮影を
しました。ご利用者様の中には「コロナ～外！福
は～内！」なんてうまいことをおっしゃっていた
方もいました。

3月3日 ひなまつり
今年もひな人形をホールに出して写真を撮りました。

「わぁ…きれい……！」
前を通るたびに声をかけてくれます



1月 新年
グループホーム、小規模それぞれ

の施設内に神社を作りました。ご利
用者様にはそれぞれお近くの所にお
参りし、新年のあいさつをしていた
だきました。

2月 節分祭
節分祭を行いました。豆をまき、邪気を追い払い、無病息災の願いを込め

ました。コロナ禍のなか、今年は例年よりも思いを込めて豆をまきました。

3月 ひな祭り
小規模の「通い」サービスご利用者様が、ひな

祭りの面を作り、「桃の節句」を祝いました。

3月 研修
今回の研修では、半身麻痺の方のために改良されたズボンの使い方を受講

しました。このズボンは半身麻痺の方が着替えや排泄行為を自立して行うこ
とができるように改良されています。感染症対策として、家族会様、楽々苑
スタッフの中から少人数で研修をしました。今後も度々家族会様や地域の皆
様も一緒に交流しながら勉強会を開催したいと思います。



1月 新年会を開催
元旦に新年会を開催しました。昼食の前に管理者から挨拶をさせていただきま

した。立派なおせちを喜びながら召し上がっていました。

1月 大型キルトの模様替え
𠮷田・楽々苑ではスタッフとご利用者様

でパッチワーク教室を開催しております。
この度、新年を迎えるにあたって、施設内
に飾っているキルト作品の模様替えを行い
ました。

2月 ご家族様よりプレゼント
ご家族様から立派な花籠をいただき

ました。中は色鮮やかな赤とピンクの
シクラメン…非常にゴージャスな花籠
です。美しい花がご利用者様の癒しに
なりました。

3月 ねこやなぎ
ご家族様からたくさんのねこやなぎが

届きました。ご利用者様も「まぁ～こん
なにたくさん！」「大きくて立派です
ね」と喜んでおられました。

3月 つくし
施設近くの小川の土手に大量のつくし

が顔を出しました。ご利用者様でつくし
のはかまを取っていただき、春の訪れを
満喫しました。



2月 節分
巻き寿司を食べて、豆まきをしました。コロナウイルスも退治する

つもりで鬼退治をしました！

1月 お正月
おせち料理を召し上がっていただき、全員で書初めをしました。

この冬はよく雪が積もりました。
三次・楽々苑の周りも真っ白です！

壁画作りを楽しみました。

お手伝いをしてくれました。
ありがとうございます！



しらさぎビル

1月 お正月
新年を迎え、お正月らしい時間を過ごしました。しらさぎビル1階のエレベーター

ホールに飾り付けた神社で初詣をしたり、書初め大会、福笑い大会など行いました。

3月 ひな祭り
ひな祭りの行事で、壁画を作り、ご

利用者様全員と記念写真を撮りました。

2月 節分
感染症対策を行い、節分の行事をしました。



1月 お正月
ご利用者様と一緒に作成した鳥居・お賽銭

箱を玄関に掲げお参りを致しました。大吉・
中吉・小吉のおみくじを用意し、皆様の運勢
を占いました。

お食事はごちそうを用意し、ご利用者様も
朝、昼、おやつにお正月らしいお食事を口に
運びながらお話に花を咲かせていました。

1月「七草がゆ」
お正月の後は七草の日。行事食で七草

がゆをいただきました。
無病息災を願い、召し上がりました。

書初め大会と福笑い大会を行いました。
ご利用者様に好きな言葉を書初めしていただくと干支の「寅」や「正月」等
新年らしい言葉が多く選ばれていました。

目隠しをして皆様で協力して福笑いを
完成させました！うまくいった方や、面
白い顔になった方等楽しく遊びました。

3月「ホワイトデー」
ホワイトデーのおやつは

いちごプリンでした。



2月3日 節分
節分の日にちなんで、豆まきをしました。

職員が扮する鬼に向かって豆ボールを投げて福を呼びました。

3月3日 ひな祭り
ひな祭りにちなんだ顔出しパネルを作成

しました。
ご利用者様に使っていただき、お内裏様と
お雛様になりました。

三味線
三味線の発表会を行い

ました。
練習した成果を発表に

ぶつけておられました。



1月 お正月
おせち料理を召し上がっていただき、皆様お正月を

ゆったりと満喫されました。おととしに用意した、敷
地内にある小さな神社にお参りをしました。まだまだ
コロナ禍ではありますが、体調に気を付けて元気な一
年を過ごせますように…！

3月 ひな祭り
お雛様の日に、行事食と行事おやつ

を準備し、おいしくいただきました。

普段のご様子
徐々に暖かく過ごしやすい日も増えてきました。情
勢もあり、遠出はできませんが活動範囲が少しづつ
広がっています。



1月 お正月
書初めを行いました。お手本をみて真剣に丁寧に…。

皆様、お上手にかけていました。書初め大会の動画はインスタグラムで
公開しています。

2月 バレンタインデー
チョコレートを使ったおやつ

を食べました。

3月 ひな祭り
行事食として、ちらし寿司やさく

らゼリーを昼食に召し上がっていた
だきました。おやつもひな祭り用に
ご用意し、おいしくいただきました。

普段のご様子
男性陣がジェンガに挑まれてい

ました。非常に集中しています。



冬野菜の収穫
11月ごろに植えた小松菜と

ラディッシュがようやく収穫で
きました。できた野菜は次の日
の給食に入れて食べました。

2月 節分
お待ちかねの節分です。赤鬼の登場に泣く子もいれば、

全然泣かない子もいます。頼もしい限りです！新聞紙で
作ったボールを投げて、最後は鬼退治できました。楽しい
思い出ができたかな？

こぐま組さんが『怒った鬼』をテーマに制作をしました。

3月 ひな祭り
手作りひな壇をみんなで作りました。

給食では調理の先生がかわいい行事食
を！また一つ思い出が増えました。



1月のお楽しみ会＆お正月会
出し物ではお正月にちなんで十二支の話をしました。子ども達も喜んで見

ていました。ほかにも福笑いや、手作りの臼と杵を使ってお餅つきをしたり
と沢山楽しみました。

2月 節分会
歌を歌ったり、曲に合わせて踊ったりと楽しんでいました。そして鬼の

的あてゲームやボーリングなどをして盛り上がりました。そして、遊んで
いる最中に鬼が登場！！ちょっぴり怖くて泣いてしまう子や鬼に向かって
豆をしっかりと投げて立ち向かう子もいました。鬼もたまらず すぐに退
散しました。

3月 ひな祭り会
ひな祭りの由来を聞いたり、歌を歌ったりして楽しみました。
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未来会議
広島ホームテレビの「未来会議」という番組でYKB’ｓグループ

が紹介されました！広島にお住いの方は12月や1月ごろにYKB’ｓ
グループのロゴをテレビで見かけた方もいるかもしれません。

動画はYKB’ｓグループホームページでも視聴可能です。ぜひ一
度ご覧ください。

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。
年度末という事で、車両や玄関周りも含めて清掃を行いま

した。飯室では施設横の職員駐車場も一生懸命土を掘り起こ
して地盤固めを行いました。

飯室 佐伯



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。

ASA楽々苑グループホーム

令和4年4月より、飯室にてグループホーム ASA楽々苑が
オープンしました。ASA楽々苑は広島・楽々苑や湯楽苑と
同じ敷地内にあります。YKB’ｓグループの一員として、ス
タッフ一同気持ちを新たに頑張って参ります。どうぞよろ
しくお願いいたします。

また、随時施設見学会の開催も予定しておりますので、
ご入居や求人に関してもお気軽にお問い合わせください。

グループホームASA楽々苑
〒731-1142
広島市安佐北区安佐町飯室1559-2
TEL.082-573-5050 FAX.082-573-1818


