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ルミエール光が丘 

株式会社 スクールパール羽生 

お申込み・お問い合わせはお電話で 

03-5848-2851 

 

 

7月 江戸東京博物館・おたすけ隊体操・手芸教室・お花教室・七夕祭り 

8月 納涼祭・おたすけ隊体操・手芸教室・お花教室 

9月 敬老会・おたすけ隊体操・手芸教室・お花教室・おはぎ作り 

10月 ハロウィン・お茶会・おたすけ隊体操・手芸教室・お花教室 

11月 ゴスペル・おたすけ隊体操・手芸教室・お花教室 

 夏号 

 発行日 

 平成30年7月1日 
 

 あじさいの色が美しく映えるころとなりました。 

皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと存じます。 

寒暖の差があり体調を崩される利用者様もおられましたが、このムシムシ

する季節にもかかわらず利用者様は元気いっぱい！午前中、散歩に出かけ

たり、フロア内では体操や工作を一生懸命取り組む姿が見られます。 

 1階小規模フロアでは、立体的な工作？3D・・・桜から始まり、お雛

様、鯉のぼり、カエルと徐々に腕を上げ、今では皆様まるで職人のよ

う・・・ 

体操では、「今日は誰がセンター？」ととても張り切っています。（セン

ターとは、お手本となり前に出て中央で踊る事）皆様踊りにとても自信を

持って、ラジオ体操、梅干し体操を行う微笑ましい光景を目にします。 

 2.3階グループホームでは、キッチンに職員と一緒に立ち料理の下準備

や後片付け、時々テーブルを2つ付けホットプレートを囲み「焼きそば

パーティー」を行ったり、梅雨に入る前に外出レク、外食や少し離れた公

園にお弁当持参で出かけたりと、職員が一生懸命考えアクティビティを楽

しんでいます。 

 新年度が始まり３ヶ月が経ちました。 

今年度は、各フロアで新リーダーが決まり

毎日活気に満ちた日々をこうして利用者様

と共に過ごしています。ホーム内はいつも

「笑い声」と活気で溢れています。普通の

生活の中で、職員一人ひとりが利用者様の

心の声に耳を傾け、ささやかな思いやりを

感じて欲しいと願っています。そして、い

つでも「笑顔」で、心からの「感動」に出

会い「感謝」の言葉につつまれて日々支援

に努めて欲しいと願っています。 
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7月～11月 行事予定  気温の高い日が続きます 

・休養と栄養 

・水分補給をしっかりと 

熱中症に注意しましょう 

 

食中毒予防にも 

    努めましょう 

ホーム長 鳥海由美子 

3/４ 光が丘消防署 一般公開 

 

 

光が丘情報  

■ よさこい祭りIN光が丘公園 

   開催日  2018年7月14日（土）～16（月） 

   開催地  光が丘公園けやき広場 

   時間   10:00～21:00 

  駐車場  あり 

■ IMAホール公演情報 【寄席】 

   公演日  2018年8月7日（金） 

   公演時間 19:00開演（18:30開場）20:30終演予定 

   料金   木戸銭：100円以上（全席自由席） 

   出演   春風亭正朝・他 

ルミエール光が丘新聞 

株式会社スクールパール羽生 ルミエール光が丘 

広報委員 ： 大益 容志枝・鳥海 功智・西 政彦 

地域の皆様、ご家族様にご協力いただき、地域行事に参加しております。 

3/1８ 防災体験会（共助訓練） 

心のこもった手作り作品です。 

日毎に暑くなり、日陰が恋しい季節となりました。 

春は桜、つつじ、バラなど自然の美しさを楽しみ、外出や

外食会もありました。夏も納涼祭など楽しい行事を計画し

ております。四季折々皆様の笑顔をお届けして参ります。 



 

 

小規模多機能型居宅介護  
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 梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆様におかれましてはお変わり

なくお過ごしの事と思います。 

平成30年度がスタートして早いものでもう3カ月が過ぎました。 

今年度は医療報酬、介護報酬の改正が同時にあり、また知らない間に日常の

生活用品や食料品も値上がりしており、値上げラッシュの新年度になってい

ます。介護報酬の改正により、対象になられている方につきましては、加算

を算定させて頂く事となりました。宜しくお願いします。 

私は施設勤務がほとんどでしたので、小規模の事は良く分からずにルミエー

ルに勤務するようになって、早いもので5年が過ぎ6年目に入りました。 

その間、ホーム長を初めとし職員の皆さん、またご利用者様、ご家族様に

色々と助けて頂き今日に至っております。 

 今年は紫陽花の花が例年より早めに咲き始め、その彩が雨に映える季節となり

ました。ルミエール光が丘にて4月末より勤務しております介護職員の一杉真里江

と申します。初勤務から早いもので２ヵ月が経とうとしておりますが、まだご利

用者様の顔と名前が一致できていない部分もありますが沢山お話しをして一日で

も早く覚えていきたいと思います。また個人的ではありますが折り紙や手作り作

品等大好きです。ご利用者様と季節を感じながらステキな作品をたくさん作って

いきたいです。どうぞよろしくお願いします。 

カエルの制作 

5/31 ねんど細工 

ご利用者様、ご家族様が安心して生活が出来るように、また、ご利用者様、ご家族様にとって何が一番大

事かを一緒に考えていきたいと思っております。 

まだまだ未熟な私ですが、これからもどうぞよろしくお願い致します。 

5/4 ローズガーデン 5/3 ローズガーデン 5/20 ローズガーデン 

5/17 お茶会 3/29.30 お花見 

小杉 千佐登 
計画作成担当者 

介護支援専門員 

一杉
いちすぎ

 真里江 
 介護福祉士 
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小規模多機能型居宅介護 

 

 

小規模多機能 看護部門  

 

5/22.25 外食会 

 今年の3月から働き始めた西と申します。 

ルミエール光が丘で働く前は有料老人ホームで働いておりました。 

小規模多機能型居宅介護では「通いサービス」と「訪問サービス」、「泊まりサービ

ス」など多様なサービスがあり、私も毎日施設と利用者様宅を往復するなど忙しいです

が色々なことにチャレンジさせて頂いています。 

 私は利用者の方を笑わせることが大好きで、いつも「どうやって笑わせようか？」と

考えながら仕事をしています。手持ち無沙汰の利用者様を見つけると近寄って冗談やダ

ジャレを言うと皆さん大きな声で笑って下さり、その笑顔で私も元気を頂いています。 

 4月より小規模のリーダーを務めさせて頂くこととなりました鳥海功智と申します。 

小規模では通い・訪問・泊りを組み合わせご利用者様、ご家族様に安心で安全にご利用 

して頂けるよう職員一同努めております。 

今年度『充実した日常生活が実感できるような支援を目指します』と目標を定めさせて 

頂きました。職員一同、目標に向かい一致団結をしています。 

 これから夏本番となり気温が益々上がっていきます。皆様の体調変化に注意しながら 

ご支援して参ります。 

  西  政彦 

利用者様の安心・安全はもちろんですが「施設に来て楽しかった！」と思って頂けるようなサービスを提供し

て参りたいと考えておりますのでこれからもご期待ください。 

岩波 真由美 
看護師 

 

ナースのお仕事 

中山 かよ子 
看護師 

小林 紀子 
看護師 

看護部門では3名の看護師が

皆様の健康管理のお手伝いを

させて頂いております。   

鳥海 功智 
小規模リーダー 

介護福祉士 



 

 

グループホーム 光ユニット 
 

 

グループホーム 光ユニット 
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折り紙作品 

折り紙作品 

 

 

 

3/15 ジャガイモ 

5/5 焼きそばパーティー 

 4月から光ユニットのリーダーを務める事になりました小川と申します。 

今期の光ユニットの目標は 

その人らしさを引き出せるように働きかける事の出来る環境作りを目指す 

利用者の持っている力（残存能力）を見極める 

利用者の持っている力を使って暮らせるよう支援する 

利用者が自分で考え行動する事を支援する 

利用者様が今出来る事を職員が気付き、見守りながら支援していきたいと思

います。 

6/11餃子パーティー 

6/7 収穫 

3/25 お花見 

 こんにちは。グループホーム光ユニットで勤務させて頂いている篠木と申しま

す。平成30年の新年度は「心機一転」諸先輩のご指導のもと勉強の毎日です。 

心やさしく穏やかなご利用者様が元気に笑顔で安心・安全な一日を過ごせますよ

う努めて参ります。 

篠木 明子 
介護支援専門員 

5/15 小金井公園 

お弁当持って・・・ 

小金井公園にお出かけしました。 

 はやく食べた～い ♡ 

外食レク4/16・18・20 

ジャガイモ「キタアカリ」 

の植え付けをしました。 

  早く大きくな～れ !! 

グループホーム合同 

夏の雲公園でお花見 
「お寿司」を 

食べに出かけました。 

野菜を細かく丁寧に切って 

焼きそば 美味しくできました。☆ 

お野菜たっぷり、 

プリｯプリの餃子が 

出来上がり。☆ 

3月に植えた 

ジャガイモ大収穫！ 

小川 綾乃 
光ユニットリーダー 

介護福祉士 
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４/２７  オムレット作り 

5/14 ローズガーデン 

5/17 お茶会 

6/7 わらび餅作り 

5/31 ねんど細工 

根気よく 

まぜまぜ・・・ 

できあがり 

う～ん おいしい ♡ 

 

 

グループホーム 空ユニット 

6/8 

３/2５ お花見 

3/29 アップルケーキ作り 

 今年度から空ユニットのリーダーになりました岩津です。どうぞよろしく

お願い致します。 

 グループホームは入居者様皆様のご自宅ですので、心から安心して穏やか

に暮らして頂くことが何よりです。 

皆様の笑顔を大切に日々充実した時間を過ごせるよう、職員一同支援させて

頂きます。 

３/３ 手毬寿司 

３/25 お花見 

４/15  クレープ作り 

桃の節句に手毬寿司を作りました。 

かわいいお雛様と一緒に・・・ 

グループホーム合同の 

夏の雲公園でお花見 

フルーツを挟んで -♡ 

炊飯器で作りました。 

ふっくらふわふわ ♡ 

岩津 理恵 
空ユニットリーダー 

介護福祉士 

 

 

グループホーム 空ユニット 


