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介護事業部

お誕⽣⽇を迎えたご利⽤者様

 伸びた髪を切り、
スッキリ＆サッパリ！
楽しみにされている
⽅、ドキドキされる⽅
と様々なお気持ちで実
施されました。
次回もお楽しみに！！

 暑くなるとイヤ∼な⾍が多
くて困りますね。
そんな時、救世主の到来で
す！「それ！」「やれ！」の
掛け声と共に、ぴしゃりぴし
ゃりと⾳をさせながら、⼒強
く退治して頂きました♪
これでホームも平和です。

8⽉�散髪

介護事業部�広島県北部エリア

グループホーム楽々苑

7⽉7⽇ 七⼣の⽇
 ⼤きな願い事から、⼩さな願い事まで…
様々な短冊が下がっています。
皆さんで合唱をしたり、中にはソロで歌唱
して頂いたり…。
最後に記念撮影をしながら、楽しい時間を
過ごしました。
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ハエ叩きゲーム

 ご利⽤者様、そしてご⻑寿の⽅に「おめでとうございます」「これからもお元気で」と⼼を込めてお伝
えする⽇です。⻑寿番付1位の⽅からご挨拶とパワーを分けて頂き、会への勢いをつけて頂きました。
昨年に引き続き特別なゲストによる余興など⾏い、なかなか刺激的かつユーモア溢れる時間をお過ごし頂
けたのではないでしょうか。お楽しみ袋形式でのプレゼントもとても喜んで頂けました！

9⽉19⽇�敬⽼の⽇∼年に⼀度の⼤切な⼀⽇∼



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

お誕⽣⽇を迎えた
ご利⽤者様

 この⽇は台⾵の⽇でしたが、湯楽苑のご利⽤者様
２９名全員で敬⽼の⽇を迎える事が出来ました。
職員⼀同より、祝敬⽼の⾔葉を述べさせて頂き、各
階の最⾼齢のご利⽤者様に代表でプレゼントをお渡
ししました。
昼⾷では、ノンアルコールの⽇本酒（⾦粉⼊り！）
で乾杯！「ありがとう」「テーブルに花があって気
分も晴れやか」「すごいご馳⾛じゃね」「酔ってし
まう？？」と皆様楽しまれたご様⼦でした。
改めて、敬⽼を祝すと共に、皆様のこういった楽し
みを増やして⾏きたいと思います。

9⽉�敬⽼会

7⽉7⽇ 七⼣
 事前に職員・ご利⽤者様に願いを書いていただき、
施設内に飾りました。
職員からは「皆さんが幸せになれますように」「介護
福祉⼠合格」といったものがあり、ご利⽤者様は
「元気に⻑⽣き出来ますように」「家族に会えますよ
うに」といったものがありました。
⽵に飾るのは丈夫で不思議な⼒を持つとされる事から
だそうで、七⼣の由来説明、願い事の発表の後は、皆
さんでしっかりと体操を⾏いました。
皆さんの願いが叶いますように・・・。

 ご利⽤者様同⼠で将棋の
対局です。真剣な表情で指
しておられます。
お互いに「お名前は？」
「そうきましたか」「なか
なかやりますの」と健闘を
称え合っておられました。
最後に再戦を約束されてい
ましたので、今後も名⼈同
⼠の真剣勝負を拝⾒出来そ
うです。

8⽉ 名⼈戦
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 お菓⼦の空箱を活⽤
して、夏の壁画を作成
しました。完成した壁
画の前でOKサインをし
て下さいました。
こういった取り組みを
続けて⾏きたいと思い
ます。

8⽉ 夏の壁画作成



グループホームASA楽々苑

 美容師さんに来て頂き、散髪を⾏いました。皆さん⾸を⻑∼くして待っておられたので、
「気持ちよかった」「さっぱりした」と、⼤変喜んで頂きました。

7⽉7⽇ 七⼣飾り
 7⽉には「七⼣飾り」をホールに出し、
短冊と⼀緒に記念撮影をしました。

8⽉��散髪

介護事業部

広島県北部エリア

 外は台⾵の影響で⼤⾬と強い⾵が吹いていました
が、ASA・楽々苑の中は笑い声でいっぱいです。
9⽉19⽇は『敬⽼会』を⾏いました！挨拶、プレゼン
ト渡し後にゲームを開催しました。
皆さんから「広島とは」のお題に対して出た答えを
並べてビンゴゲームを⾏いました。
「カキ」、「お好み焼き」、「⾳⼾⼤橋」など…
ゲームの後は元気良く体操にも取り組みました。普
段より少し難しい動きを⼊れましたがご利⽤者様も
ゆっくり体を動かしていただけました。
おやつの紅⽩饅頭も⾷べて、最後に皆で集合写真を
撮りました。
中には「今までこんなに祝ってもらったことないわ
∼」と仰る⽅もいらっしゃいました☆

9⽉��敬⽼会
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7⽉7⽇ 七⼣
 七⼣の⾏事をしました。「七つ飾り」をご利⽤者様と作り、笹の葉に飾り付けをしました。
それぞれ願い事を短冊に託して飾りました。

9⽉ サンマの壁画

 ⾼⽥・楽々苑の苑庭には、
ひまわりが咲いています。
ぐんぐん成⻑して、さらに⼤
きくなることでしょう♪
⾒ているだけで元気がもらえ
そうです！

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

8⽉19⽇・20⽇ ⽵サミット
 8⽉19、20⽇に⾏われた
「⽵サミット」！
利⽤者様に「かぐや姫」の
塗り絵をして頂き、サミッ
トで展⺬しました。利⽤者
様には最⾼年齢105歳の⽅
がいらっしゃいます！
皆様⾊鮮やかに塗っておら
れました。

8⽉ 苑庭のひまわり
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 秋と⾔えば「サンマ」！！
秋の壁画では、美味しいサンマを
制作しました。
サンマのキラキラも⼯夫して表現
しています。
壁画や飾りで、少しでも季節を感
じていただければと思います。



 吉⽥・楽々苑では9⽉19⽇(祝)敬⽼の⽇に⽴派なお弁当を⾷べました。
お⾚飯やチラシ寿司に加え、様々な美味しい⾷材が詰まったお弁当を皆様⼤変喜ばれていました。

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

7⽉15⽇��ウクライナの平和を願って
 猛暑の続く7⽉15⽇、ロシアのウクライナへの
攻撃が1⽇も早く終結するように、平和な⽇々の
到来を祈りながら、ウクライナと⽇本の国旗が施
設に掲揚されました。

8⽉ ひまわり鑑賞
 5⽉に植えた苗がすくすくと成⻑
し、8本のひまわりが開花しました！
1⽇2回の⽔やりを⽋かさず⾏なった
おかげで、元気にすくすくと成⻑し
ました。
⼈の⾝⻑を超えるほどに⼤きくな
り、たくましく咲き誇るひまわりを
ご利⽤者様と鑑賞しました。

9⽉19⽇ 敬⽼の⽇に豪華なお弁当を頂きました
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三次・楽々苑 グループホーム

8⽉ 夏祭り⾵⾏事

お誕⽣⽇を迎えた
ご利⽤者様

 敬⽼会のお祝いをしました！
この⽇は、敬⽼の⽇仕様の⽴派なお弁当を⾷べました♪
ご利⽤者様にも喜んで頂けたようです。

9⽉ 敬⽼の⽇

 7⽉7⽇、七⼣の⾏事をしました。
ご利⽤者様と⼀緒に笹の葉に飾り付けをし、
季節の⾏事を楽しみました。

7⽉7⽇��七⼣

介護事業部

広島県北部エリア

 毎⽉第⼀⽇曜⽇は
⼀⻫清掃の⽇です。
⾸にタオルを巻くな
ど暑さ対策をしなが
ら、雑草を抜いたり
と外周を綺麗にしま
した。

7⽉��⼀⻫清掃

 外での夏祭りはできませんが、この⽇は事業所内でご利⽤者様に夏祭り⾵⾏事を楽しんでいた
だきました！
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 夏にぴったりなお⿂
釣りのレクを楽しみま
した。
⼤きいものから、⼩さ
いものまで様々なお⿂
を作りました。
少しでも楽しんで頂け
ればと思います。

8⽉��お⿂釣りレク



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 

7⽉7⽇ 七⼣の⽇

お誕⽣⽇を迎えた
ご利⽤者様

 ⼗五夜の⽇は、⻩⾊
の丸いお⽉様とうさぎ
を表現した、可愛い⾏
事⾷を⾷べました。
お⽉⾒の作品と⼀緒に
お写真も撮り、季節を
感じる⼀⽇でした。

 七⼣の⾏事をしました。笹の葉につける飾りを⼿作りし、飾り付けをしました。
昼⾷にちらし寿司を⾷べ、楽しい七⼣を過ごされました。

介護事業部 広島県南部エリアしらさぎビル

9⽉ ⼗五夜
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8⽉�普段のご様⼦
 7⽉は夏に
8⽉は訪問散髪で
髪をサッパリされ
たり、レクを⾏い
⽇々を楽しく過ご
されています。

 敬⽼の⽇に⽴派なお弁当を⾷べました。お⾚飯やチラシ寿司、寿⽂字のかまぼこがポイントになって

おり、⾒た⽬にも素敵で美味しいお弁当に皆様⼤変喜ばれていました。⾷後はビンゴ⼤会を開催しました！

9⽉ 敬⽼の⽇



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

7⽉�消⽕・消防訓練
 消⽕・消防訓練を⾏い、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。
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。

9⽉�普段のご様⼦
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 8⽉にピッタリなひまわりの壁画を制作し
壁に飾っております。
⼤きい⼊道雲を背景に折り紙で蝉も作っ
て、夏らしさを演出しています。

8⽉�ひまわりの壁画
 ８⽉６⽇、広島原爆の⽇にて平和を祈り、
８時１５分ご利⽤者様と⼀緒に黙祷を⾏いました。

8⽉6⽇�原爆の⽇

 ８⽉から、ミャンマー出⾝の技能実習⽣の⽅が２名来られました☆
⼀緒にご利⽤者様を⽀えていければと思います。朝は、体と⼼の健康のために体操です！



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

 七⼣祭り⾵⾏事を⾏い、ご利⽤者様と⼀緒に歌を歌ったりと、楽しい⼀時を過ごしました。

 ヨーヨー釣りや
⾦⿂のフィギュア
で⾦⿂すくい。
炭坑節を踊ったり
と盛りだくさん！
ご利⽤者様は楽し
いひと時を過ごさ
れました。

8⽉�夏祭り⾵⾏事

7⽉7⽇ 七⼣祭り⾵⾏事

 ⾵船をバレーボールに⾒⽴てて、レク
リエーションを⾏いました。⾵船を落と
さないようにリレーを繋げていきます。
ご利⽤者様は楽しんでおられました！

8⽉�⾵船バレーレク
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 ⾵船をバレーボールに⾒⽴てて、レクリエーションを⾏いました。⾵船を落とさないようにリ
レーを繋げていきます。ご利⽤者様は楽しんでおられました！

9⽉�敬⽼の⽇



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

 笹を飾り付けた後、お団⼦作りを
しました。お団⼦は結構⼤きかった
のですが、「美味しくて2個も⾷べて
しもうた∼」と⾔われる⽅が続出で
した。

 台⾵前に敬⽼会を開催
しました☆
グループホームにお住い
の皆様に催しとささやか
ながらプレゼントを贈呈
させて頂きました！
いつまでもお元気でお過
ごしください♪

9⽉�敬⽼会

7⽉7⽇��七⼣祭り⾵⾏事

8⽉�夏祭り⾵��⼣⾷会
 外での夏祭りはできませんが、この⽇は事業所内でスタッフは浴⾐を着て利⽤者様に夏祭り⾵
⼣⾷会を楽しんでいただきました！
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 外での夏祭りはできませんが、この⽇は事業所内でスタッフは浴⾐を着て利⽤者様に夏祭り⾵
⼣⾷会を楽しんでいただきました！

7⽉7⽇ 七⼣
 七⼣の⽇に、うな丼と七⼣そうめんを召し上がっていただきました。
お⾷事でも季節を感じていただければと思います。

 台⾵前に敬⽼会を開催しました☆�ご利⽤者様に催しと、ささやかながらプレゼントを贈呈さ
せて頂きました☆�とても喜んで頂き、元気が益々出てきたようです！いつまでもお元気にお過
ごし下さいませ。

9⽉�敬⽼会

8⽉�夏祭り⾵ ⾷事会

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
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 七⼣の会を⾏いました。みんなで歌を歌ったり、絵本を⾒たり、⼤きな天の川を作りました！！
とても上⼿にシール貼りをする⼦どもたち。素敵な天の川が完成しました☆
みんなの願い事が叶いますように！

 ⽔遊びや読み聞かせ、⾷育など。8⽉もたくさん遊びながら様々な体験をしました。

8⽉ 普段の様⼦

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

7⽉7⽇ 七⼣の会

9⽉9⽇ お⽉⾒会
 とても楽しそうに参加していた⼦ど
もたち。お話や紙芝居などを真剣に⾒
たり聞いたりする姿が⾒られました。
お⽉⾒の⼯作では、こぐま組さんはシ
ール貼り、うさぎ組さんは絵の具でス
タンプ、りす組さんは⾜形のうさぎ
さん、⽉齢に合わせて製作を楽しみ
ました☆
そしてお団⼦を持ってハイチーズ！
おいしい⾏事⾷も⾷べて、楽しい時間
を過ごしました。

 さくらんぼ保育園に新たな
お友達が増えました！！
その名も”ショウゴーーン”
⼤きくて⽴派なカブトムシに
⼦ども達も興味津々です。
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7⽉�新たなお友だち 7⽉�⾷育の⽇
 とうもろこしの⽪むき
体験をしました。⽪付き
のとうもろこしを⾒るの
は初めての⼦が多かった
のか、みんな⽬をキラキ
ラさせていました。



 笹飾りを作りました♪笹飾りにどん
な意味があるのかというお話を、⼦供
たちは熱⼼に聞いてくれました。短冊
にお願いごとを書いて、元気いっぱい
に歌を歌って、今⽇は天気がいいから
おり姫とひこ星が会えるかなぁなどと
盛り上がりました☆

保育事業部

岡⼭倉敷エリア
NICONICO保育園

 暑くてもお外が⼤好き
な⼦どもたち！
滑り台の⾼さがちょうど
よくて⼦どもたちは何度
も滑っていました。
お友だちと⼀緒に楽しく
遊びました。

 敬⽼会のプレゼントをお渡ししました☆
おじいちゃんに抱っこしてもらったり、おばあちゃんにタッチしてもらい、みんな嬉しそうに喜
んでいました♪

7⽉7⽇ 七⼣

8⽉�お誕⽣⽇とお楽しみ会
 2⼈のお友だちをお祝いしました！
そら組さんは⾃分の名前をみんなの前で
⾔うことができました。
夏祭りごっこでは、アンパンマンの
お⾯をつけて、ヨーヨー釣り、⿂釣り、
輪投げを楽しみました☆
それぞれお気に⼊りの遊びに夢中に
なって思う存分楽しみました。

8⽉�野菜スタンプ
 保育園で栽培した野菜を
使って野菜スタンプをしま
した。ピーマン、オクラを
半分に切り、いろいろな⾊
のスタンプを楽しみました。
「ハートの形だよ！」「種が
あるね∼」と話しながら楽し
く遊ぶことができました☆

9⽉�敬⽼会のプレゼント
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9⽉�外遊び
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QRコードを読み取ると
ホームページに繋がります。

インスタグラムでも
⽇々の様⼦を公開中！

 9⽉8⽇、廿⽇市の阿品にて新しい事業所建設のための地鎮祭が執り⾏わ
れました。関係者⼀同、建設の安全祈願をしました。

 8⽉６⽇は原爆の⽇です。テレビで平和祈念式典を観ながら様々な思いを
抱きます。戦争経験のある⽅から戦争を知らない職員まで、平和への気持ち
を⼀つにし、8時15分には黙祷を⾏い平和を祈りました。


