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介護事業部

お誕⽣⽇を迎えたご利⽤者様

 今年の端午の節句は本格的な兜を飾り、記念撮影を⾏いました。
当⽇はお天気が良かったため、鯉のぼりとの記念撮影に急遽プログラム変更！
ご利⽤者様も季節を感じ、気分転換を図れたご様⼦でした。

5⽉5⽇�端午の節句

 男性のご利⽤者様が
プレゼンターとなり、
ささやかながら感謝の
気持ちを込めたプレゼ
ントをお渡しさせてい
ただきました。
 また、数名の⽅には
ご家族様からのプレゼ
ントもお渡しすること
ができました。

5⽉8⽇�⺟の⽇ 6⽉19⽇�⽗の⽇
 職員から感謝の気持ちを込
めて、ささやかながらイベン
トを⾏いました。
 プレゼント渡しの後はしば
らくの間参加者全員で、お⽗
さんとの思い出を語ったり、
⼦供のころの思い出を語った
りと、あたたかい時間を過ご
しました。

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

4⽉�散髪
 春は出会いの季節ということで…
楽々苑では訪問美容師をお迎えし、
散髪を実施いたしました。
皆さま、男前さんべっぴんさんになり、
新しい出会いに期待しましょう！！
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介護事業部

広島県北部エリア
介護付き有料
⽼⼈ホーム 広島・湯楽苑

 湯楽苑でも⺟の⽇と⽗の⽇をお祝
いさせていただきました。昼⾷もお
⾚飯やお刺⾝等の特別メニューで、
皆様美味しく召し上がられました。
 「からだの健康はお⼝から」と⾔
われるように、皆様が益々健康で笑
顔が増えますようにとの願いを込め
て、⻭ブラシ・⻭磨き粉・コップ・
フェイスタオルをセットにしてプレ
ゼントさせていただきました。

6⽉19⽇�⽗の⽇5⽉8⽇�⺟の⽇
 4⽉30⽇には、⺟の⽇に
向けて、湯楽苑のお⽗様⽅
にカーネーションのプレゼ
ントをお⼿伝いして頂きま
した！

お誕⽣⽇を迎えた
ご利⽤者様

4⽉3⽇�外気浴
 天気がいい⽇に少⼈数で順番に外気浴を⾏いました。しばらくは新型コロナ感染症の影響もあり、施
設内で過ごされることも多かったですが、久しぶりの⼼地よい外気と満開の桜に皆様笑顔です。

 4⽉は新聞を使⽤し声を出したり、体を動かすレクと、5⽉はあるある探検隊でお馴染みのレギュラー様
が担当のオンラインレクに参加しました。
職員だけでなく、全国の他事業所の⽅々と繋がりも感じつつ⼀緒に笑いながら、笑顔で実施することで、
効果も倍増だったと思います。今後も機会があれば、オンラインレクを取り⼊れていきたいと思います！

オンラインレク
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グループホームASA楽々苑

 フロアの廊下にいろいろな景
⾊、花などを展⺬し、お散歩しま
した。
最後は⽇の出を拝んでツアーは終
了です。歩⾏⽬的で準備しました
が、スタッフと⼀緒に談笑しなが
ら楽しく歩きました。

5⽉5⽇�壁⾯づくり
 あじさいの壁⾯を⼀緒に作りました。こちらのご利⽤者様は⾊塗りがお上⼿で、スタッフが
隣にいたのですが、ほとんどご⾃分で完成されていました。

 ⺟の⽇の当⽇、ゆったりされて
いるところへ、お花をサプライズ
プレゼント…！
「何があったの？」「こんなきれ
いな花…どうしたの」皆様驚かれ
ていました。
「今⽇は⺟の⽇ですよ」とスタッ
フが説明すると、とても喜んでい
ただけました。

5⽉８⽇��⺟の⽇

介護事業部

広島県北部エリア

 スタッフとご利⽤者様⼀緒になり、レクリエーションをしています。
この⽇は連想ゲームでした。お題を挙げて、連想するもの・ことばを皆で出し合います。
ご利⽤者様の中には感⼼するような⾔葉を⾔う⽅もいました。流⽯ですね！

5⽉��⽇常レク

 昔懐かしい歌を皆で歌い
ました。歌詞を覚えておら
れる⽅も多いです。
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4⽉4⽇ ウクライナの応援
 ウクライナと⽇本の国旗の⾊にコンテナにペンキ
塗りをして頂きました。
近くの道路からもよく⾒えるので、地域の⽅にも話
題にしていただきたいと思います。

 ⺟の⽇に新規のご利⽤者様を紹介しました。

⾼⽥・楽々苑グループホーム
⼩規模多機能型居宅介護施設

介護事業部

広島県北部エリア

4⽉9⽇ お花⾒
 町内へのドライブに⾏きました。お天気も良く、苑庭のしだれ桜の前で写真を撮りました。

5⽉6⽇ 鮎の放流
 ⾼⽥・楽々苑の横に
ある本村川に、美⼟⾥
⼩学校の3年⽣さんが
鮎の放流をしました。
コロナ禍で2年間実施
できていませんでした
が、お天気にも恵ま
れ、漁協組合の⽅か
ら、鮎の習性の説明を
受け、元気いっぱいの
鮎を川に流しました。

5⽉8⽇ ⺟の⽇

5⽉29⽇ 本郷⼤花⽥植
 伝統芸能・花⽥植えを鑑賞しました！毎年恒例の⾏事でしたが、昨年はコロナもあり、中⽌
だったため、数年ぶりの開催です。当⽇は天候にも恵まれ、ご利⽤者様も楽しく鑑賞されてい
ました。
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 ご家族様より素敵なカー
ネーションのプレゼントが
届きました！
鮮やかな⾊のカーネーショ
ンが花籠をいっぱいにして
おります。そしてご家族様
から⼼温まる添え書きも頂
いていました。
『お⺟さんいつまでもお元
気で』……

吉⽥・楽々苑 サービス付き
⾼齢者向け住宅

介護事業部

広島県北部エリア

4⽉4⽇ お花⾒
 4⽉初旬、吉⽥・楽々苑では花⾒会を⾏いました。3名ごとに事業所と公園を⾏き来して多くの
⽅が参加されました。場所は吉⽥町内でも有名な「⼤浜運動公園」です。
⼯業団地の桜並⽊通りを抜けて、⼤きな⽊の下で満開の桜を満喫されました。

5⽉ お花⾒獅⼦がお囃⼦に乗って神楽を舞う
 5⽉初めのこと、なかなかコロナの
終息が訪れない中、ちいさな獅⼦がお
囃⼦に乗って神楽を舞いました。ご利
⽤者様も⼤喜びして、獅⼦のリズム感
ある舞に感⼼しておられました。
コロナの終息もすぐ近くに訪れますよ
うに…。

5⽉8⽇ ⺟の⽇のプレゼント
 ご家族様からワンピース
が届きました。
これはなんと、いらなくな
った和服をリフォームし、
仕⽴てられた作品だそうで
す。
⾊も薄い空⾊で、今の季節
にぴったりです。
ご利⽤者様にもよくお似合
いで素敵です。

6⽉ ⾊とりどりの紫陽花
 ご家族から⾊とりどりのあじさいが届きました。庭に100本程のあじさいを植えられているそ
うです。テーブルに飾り、皆さん観賞を楽しんでおられます。

5⽉8⽇ ⺟の⽇のプレゼント
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三次・楽々苑 グループホーム

お天気最⾼です
 気持ち良いお天気の中、お花を摘んだり気分転換をしていただきました。

 三次・楽々苑のお⺟さま⽅へ⽇頃の感謝の気
持ちを込めて、プレゼントを贈りました。
「いつもありがとうございます」とスタッフか
ら⼀⼈⼀⼈⼿渡しすると、皆様嬉しそうに笑っ
て受け取ってくださりました。

お誕⽣⽇を迎えたご利⽤者様

5⽉��⺟の⽇

介護事業部

広島県北部エリア

 4⽉下旬∼5⽉上旬にかけて
花を咲かせる藤の飾りを制作
しました。
薄い紫と濃い紫で⾊の違いを
表現しています。

5⽉��藤の花飾り作りと菖蒲湯
 梅⾬の季節にピッタリの紫陽花の
ちぎり絵を制作しました。

6⽉ 紫陽花のちぎり絵�

-6-



佐伯・楽々苑 
グループホーム

⼩規模多機能型居宅介護施設 サービス付き⾼齢者向け住宅イーグレット 

 技能実習⽣が作って
くれました！

6⽉19⽇�⽗の⽇5⽉8⽇�⺟の⽇
 お⺟さま、お⽗さま⽅へ⽇頃の感謝の気持ち
を込めて、プレゼントを贈りました。「いつも
ありがとうございます」とスタッフから⼀⼈⼀
⼈⼿渡しすると、皆様嬉しそうに笑って受け取
ってくださりました。

お誕⽣⽇を迎えた
ご利⽤者様

4⽉4⽇ さくらの壁画制作
 季節に合わせて桜の壁画を作りました。技能実習⽣
が作ってくれました。カラフルでとてもかわいらし
く、いいフォトスポットになりました。

介護事業部 広島県南部エリアしらさぎビル

4⽉ お花⾒ドライブ
 お花⾒ドライブに⾏
きました。お天気にも
恵まれ、気持ちよく鑑
賞することができまし
た。

6⽉ ちぎり絵と紫陽花
 レクリエーションでちぎり絵を作成しました。皆さま好きな⾊を選んで素敵な紫陽花を完成しました
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介護事業部

広島県南部エリア
井⼝・楽々苑 グループホーム

 ⽇頃、体操やレク、脳トレをしています。レク等はスタッフが中⼼となり⾏います。「体操の
時間ですよ」とスタッフが声をかけると、待ってましたといった表情でご利⽤者様も集まってく
ださります。脳トレが好きなご利⽤者様も多く、準備すると集中して解いています。わからない
ところはスタッフと⼀緒にヒントを⾒ながら考えました。

5⽉�端午の節句
 井⼝・楽々苑でも端午の節句の⾏事を⾏いました。⼿作りのかぶとと⼩さなこいのぼりをご利
⽤者様と⼀緒に作成しました。ご利⽤者様の好きな⾊紙を使っていただき、個性のあるこいのぼ
りが完成しました。
 またホールにもこのぼりを飾りつけました。ご利⽤者様がホールに出て来られた際に「今⽇は
⼦どもの⽇かいね∼」「きれいなね∼」と話題の種になっていました。

 毎⽉恒例の⼀⻫清掃です。ボランティアの
⽅にも参加していただき、普段なかなか⼿が
⾏き届かない外周等をきれいにしました。参
加して下さった⽅々は⾮常に真剣に掃除を⼿
伝ってくださり、終わると井⼝・楽々苑がと
てもきれいになりました。当⽇は⾮常に蒸し
暑く、清掃が終わる頃にはいい汗をかいてい
ました。今回も参加してくださった皆様、あ
りがとうございました！！

6⽉�⼀⻫清掃
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介護事業部

広島県南部エリア グループホーム令和の杜 

お誕⽣⽇を迎えたご利⽤者様

 感謝を込めて⺟の⽇のプレゼ
ントをお渡ししました。
令和の杜のお⺟さま⽅、いつも
ありがとうございます。

4⽉�お花⾒ドライブ
 お天気のいい⽇にお花⾒を兼ねてドライブに⾏きました。途中で少しだけ⾞から降りて近くで
花を鑑賞しました。当⽇はぽかぽかのお花⾒⽇和で、ご利⽤者様も「気持ちがいいねえ」と笑顔
で楽しまれていました。

5⽉8⽇�⺟の⽇ 6⽉�⽗の⽇
 ⽗の⽇のイベントでレクをしました。
皆さんで歌ったり、踊ったりと楽しい時間を過ごしました。
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介護事業部

岡⼭県倉敷エリア 倉敷・楽々苑グループホーム
⼩規模多機能型居宅介護施設

お誕⽣⽇を迎えた
ご利⽤者様

5⽉�普段のご様⼦
 季節のお花を制作したり、談笑されたり、皆様とても元気に過ごされています♪

4⽉�施設の桜と国分寺でお花⾒
 倉敷・楽々苑施設の桜と、近くの国分寺にてお花⾒をしました。
「こゃあ天国へ来たようななぁ∼」「天国に⾏くにはまだ早いですよ」
国分寺ではうららかな春の⽇差しの中、軽⼝も⾶び交いながら穏やかな時間を過ごしました。

5⽉�運動会
 春の運動会を開催しました。2⽇間に分けて少⼈数で⾏い、楽しんでいただきました。皆様、
⼤盛り上がりで参加してくださり、普段のレクとはまた違う雰囲気を楽しんでおられました。
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5⽉�運動会
 春の⼤運動会を開催し、ご利⽤者様とスタッフで盛り上がりました！個⼈競技を楽しむのはも
ちろんの事、チーム競技では皆様で協⼒し、熱い戦いを繰り広げました。最後に勝った紅組の代
表者にはスタッフお⼿製のトロフィーを進呈し、記念撮影！皆様、とても楽しまれていました。

5⽉�普段のご様⼦
 季節のお花を制作したり、談笑されたり、皆様とても元気に過ごされています♪

介護事業部

岡⼭県倉敷エリア
令和の森 サービス付き⾼齢者向け住宅

4⽉�お花⾒
 お散歩も兼ねて、国分寺にて花⾒をしました。
 すれ違った⼦供達と⼿を振り合いながら、「かわいいねぇ」「アンヨが上⼿♪アンヨが上⼿♪」
と声をかけ、ささやかな交流を持つことができました。
 今年は天候にも恵まれ、去年出かけられなかった分もお花⾒を楽しんでいただけたと思います。
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5⽉�こどもの⽇

保育事業部�広島県南部エリア

さくらんぼ保育園保育事業部

4⽉�進級式
 4⽉1⽇に進級式を⾏いました。進級祝いのかわいいメダルをゲットすると、うれしそうな笑顔
をみせてくれました。
 進級式の後はみんなで公園へ！新しいお友達も増え、さらににぎやかになりました。

⾷育の⽇
 さくらんぼ保育園では毎⽉1回「⾷育の⽇」を設け、⾷に
関することを学んでいます。
 4⽉には「調味料の違いを楽しむ」「⽢味・塩味・酸味を
知る」をテーマに様々な調味料のにおいを嗅いだり、試飲
してもらいました。皆さん興味津々に参加してくれまし
た。
 5⽉のテーマは「おにぎりを握る事を楽しむ」「⾃分で握
ったおにぎりを⾷べることを喜ぶ」でした。⼦ども達は保
護者の皆さんの真似をしながら上⼿におにぎりを作ってい
ました。⾃分で握ったおにぎりはとてもおいしかったよう
で、満⾜そうな笑顔が沢⼭⾒られました。

 少し早めの⼦どもの⽇の集いをし
ました！みんなで歌ったり、⼤きな
こいのぼりを作ったり…。昼⾷も⾏
事⾷で調理師さんがとてもかわいい
こいのぼりの盛り付けをしてくれま
した。⼦ども達も喜んでぺろりと⾷
べきってくれました。

6⽉�⽔遊び
 暑くなってくると⽔遊び⽇和です！
⽔⾵船で遊んだり、⾊⽔を使ってジュ
ース屋さんごっこをしたり、他にも⽔
鉄砲を使ったり…。⼦ども達も⽔を怖
がる様⼦もなく、思いきり元気いっぱ
いに遊んでいます。本格的に⽔遊びが
開始できる⽇が待ち遠しいですね。
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保育事業部

岡⼭倉敷エリア
NICONICO保育園

4⽉�新年度スタート
 新しいお友だちも増えて⼼機⼀
転⼦どもたちの為に職員⼀同頑張
っていきたいと思います。

4⽉�夏野菜を植えました
 ⼦どもたちと夏野菜を植
えました。
トマト、きゅうり、ナス、
オクラ、ピーマン、アスパ
ラガスといろいろな野菜を
⼦どもたちと植えました。
これから毎⽇の⽔やりが楽
しみです。

4⽉�お楽しみ会&ちょっと早いこどもの⽇
 お楽しみ会ではみんなの前で名前
や年齢を上⼿に⾔えていました。
 こどもの⽇のお祝い会ではこいの
ぼりを歌ったりパネルシアターで桃
太郎の話を⾒ました。
また⾃分たちで作ったこいのぼりを
嬉しそうに持っていましたよ。

5⽉�お楽しみ会
 5⽉のお楽しみ会では、３匹の⼦ブタの
ペープサートを⾒ました。
⼦どもたちもお話に夢中になり集中して⾒
ていました。お話の後にぶたさんのお⾯に
⽬のシールを貼り⼦ブタさんに変⾝！
オオカミさんから逃げ回っていてとっても
楽しんでいましたよ♪

6⽉�ボランティアの⽅による絵本の読み聞かせ
 ボランティアの⽅に絵本を読み聞かせしてもらったり、⼀緒に公園に⾏ってたくさん遊んで過
ごしました。
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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1-34
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�

YKB'sグループ情報企画室

QRコードを読み取ると
HPに繋がります。

インスタグラムでも
⽇々の様⼦を公開中！

企業への就職を⽬指す特別⽀援学校⽣徒の働く⼒の
育成及び就労促進を図るため，企業との連携・協⼒
による職業教育の充実に資する制度の事です。

【「特別⽀援学校就職サポート隊ひろしま」とは・・・】

ＴＯＰＩＣＳ

 この度、グループホーム楽々苑（株式会社�縁）として、広島県が登録の
募集・推進を図っている『特別⽀援学校サポート隊ひろしま』へ登録を⾏
い、登録証を頂きました。
 私たちは実習先や就職先として当苑への受け⼊れのご協⼒をしたいと考え
ております。

 5⽉に春の消防避難訓練を⾏いました。各事業所で出⽕した場合を想定し、
ご利⽤者様とスタッフの安全確保について確認しました。新⼊社員もしっかり
と対応を学び、⾮常時には全員が命を守ることが出来るように備えました。


