
　今年度もたくさんの職員の協力で、色々なイベントを開催することができました。忙しい中、

ご利用者様に喜んでいただけるように一生懸命準備をしてくださる職員には本当に頭が下がりま

す。今後もたくさんの笑顔を写真にして、皆様へお届けできればと思っています。

（広報行事委員会一同）

　29年6月から相談部

へ配属となりました。

ご利用者様のため、精

一杯がんばりますの

で、よろしくお願いい

たします。

趣味：旅行

　明けましておめでとうございます。昨年中、宇甘川荘の活動に深いご理解と暖かいご支援をい

ただきありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いします。今年は戌年。その中でも、

つちのえいぬ・ぼじゅつという西暦を60で割って38が余る年が戊戌というめずらしい年のよう

です。新しい年の新しい日の出を見ていると、神々しく思わず手を合わせてしまいます。ほんと

うに、日本は平和で安全で安定していて恵まれた良い国だと思います。私が通勤している御津も、

緑が綺麗な自然に恵まれた美しいところです。この地を守っていかなければと心を引き締めまし

た。今年も、皆様によりよいサービスが提供できるよう職員一同、自己研鑽と精進に励んでまい

りますので、皆様方には、引き続いてのご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。また、今春、古新

田に地域密着型小規模特養「古新田げんき」が開所します。力を合わせて、地域の皆様から必要

とされる施設にしてまいりますので、こちらもどうぞよろしくお願い申し上げます。

　

　新年が皆様方にとりまして、

　　幸多い年になりますよう、

　　　ご祈念いたします。

宇甘川荘施設長

佐能恵美子

ごあいさつ

　門松は、職員の手作りです。松や竹は山で調達してい

るため、お金はかかっていません。宇甘川荘の良き伝統

です。スプレーを使ったガラスアートも様になってきま

した。お正月の雰囲気が出ていますね。

　1月1日と2日にお節を提

供しました。華やかな盛り

付けでご利用者様もとても

満足されている様子でし

た。お品書きなどもつけ

て、お正月らしい雰囲気で

楽しんでいただきました。

いきいき
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おせち料理

　ご利用者様に季節の雰囲気を感じていただくため、毎

年職員が試行錯誤しながら飾りつけしています。
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　11月18日(土)にケーキバイキングを行いま

した。洋菓子と和菓子の中から1人3個ずつ選

んで頂きました。ケーキバイキングでしたが、

和菓子も用意しており、特に和菓子にとても

人気が集中していました。芋ようかんやもみ

じ饅頭がとても人気でした。普段あまり食べ

られないものが食べられ、ご利用者様も「こ

んなにとっていいの？」や「珍しいものがた

くさんあるね。」などととても嬉しそうな様子

で召し上がっていました。次回は和菓子バイ

キングの開催を検討してい

ます。

　ご利用者様に何か楽しみの場を作っ

てあげたいなぁ…と思っている時、ふ

とガロの「学生街の喫茶店」の曲を思

い出し昔よく喫茶店に行ったなぁ。

（初めて買ったレコード盤です。笑）

と懐かしい気持ちになりました。「そ

うじゃ。喫茶店をしたらご利用者様も

懐かしい気持ちになるかも…」と思い

上司に相談すると上司はもちろん施設

長や同僚達が共感してくれました。カ

フェのマスターは施設長の愛犬で施設

の看板犬「ミューくん」にし「ミュー

カフェ」としてオープン！

　日頃プラスチックの器なので陶器に

し、水は温泉水と少しこだわりました。

ドリップコーヒー、バナナジュース、

フロートなどメニューから選んでもら

うととても嬉しそうで「美味しかった。

またして」と喜ばれ月日が経っても言

われるので定期的にオープンする事に

しました。

　2回目からは食べ物も用意しました。

メニューが決まると知人の主婦や専門

店の人にアドバイスをもらいオープ

ン。数日前より何度も試作し職員にも

味の評価をしてもらうなど意外と大変

です（笑）。現在では一部ですが家族

の方も参加してくださり団らんの場に

なっています。

　5回目、12月5日のオープンでは窓

一面にクリスマスアートをし、主任の

ギター生演奏で年越しそばを提供しま

した。ラスト「かあさんの歌」「上を

向いて歩こう」「明日があるさ」で口

ずさむ方、涙される方もいらっしゃり

2017年のミューカフェをしめくくりま

した。来年度もご家族、ご利用者様、

職員のコミュニケーションの場を継続

したいと思います。

　デイサービスではおやつ作りや季節の行事などを

毎月企画、開催しています。11月は「どら焼き作り」

を開催しました。ご利用者様には「流し焼き」とい

う呼びかたの方が馴染みがあったようです。焼くの

も盛り付けも積極的にご参加いただき、皆さん満足

してくださいました。（余談ですが、デイサービスの職員の一人が約8年前にもど

ら焼き作りを行ったのですが、出来上がったどら焼きが硬くなってしまい失敗し

てしまったことがあります。その時からご利用されている女性のご利用者様に、

未だに「あの時はかったいのができたなー」と笑われます…）

　またこの時期は干し柿を作るご家庭も多いかと思います。デイサービスセン

ターうかいでも職員が自宅から渋柿を用意

し、ご利用者様に皮むきなどをしていただ

きました。今年はカビが生えることもなく

上手く完成、ご利用者様に召し上がってい

ただきました。ちなみに去年、おととしと

失敗したのは内緒の話です。
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