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リバーサイド祭
入所支援課 リーダー 福田 淳
今年の夏は猛暑でしたが、皆様いかがお過ごしですか。
早いもので当施設は今年で２７年目を迎えました。恒例行事となったお祭りですが、屋台
販売、バザー、活動作品等の展示発表、中和田南小学校の生徒さんの作品展示等を予定し
ています。地域から大勢の人が集まるお祭りなので利用者さん、家族、職員ともに ワク
ワクしており、近隣地域や関係機関の皆様のお越しを心よりお待ちしております。
開催するにあたり、地域行事として認識して頂けるようなお祭りとなるよう、近隣町内
会、小学校、作業所等のご協力をいただきながら、共に創っていきたい
と考えています。
皆様のお越しを
屋台販売は牛丼・焼きそば(200 円)、フランクフルト、おでん(100
お待ちして
円)等、アツアツをご用意する予定です。
います！
お隣のなしの木学園と合同開催で、こちらも楽しい催し物が予定
されていますので、ぜひお越し下さい。
一同お待ちしております！！
なしの木学園祭

日時：１０月３日（日）

合同開催！

１０：３０～１５：００ 雨天決行

(なしの木学園は 14:30 まで）
■ なしの木学園
３０円カレー（数量限定）、ロコモコ、作品展示、フリー
マーケット、楽器演奏、ボランティアさんによる似顔絵
コーナー、他

■ リバーサイド泉
バザー、利用者さんの作品展示（絵画、書道、フラワー
アレンジメント他） 、地域作業所の製品販売、模擬店、
介護用具展示、他

相鉄いずみ野線「ゆめが丘駅」、
市営地下鉄「下飯田駅」徒歩 10 分

リバーサイドの活動＆講座をご紹介します！
リバーサイド泉では様々な日中活動に取り組んでいます。活動の種類は余暇、創作、作業、ＰＴ、講座などが
あります。今回は、作業、クラフト講座、フラワーアレンジメント講座、ケアをご紹介します。リバーサイド祭でも
活動で制作した沢山の作品展示や作業製品販売を行いますので、是非遊びにいらしてくださいね！

作業
皆で考えた 10 数品目の製品を、
日々コツコツと製作しています！
作業活動では、紙すきはがきや小物入れ、カードケー
ス、メモクリップ、ビーズブレスレット、ぞうきん等を
製作しています。製品については、買っていただく方
が、よ り 喜 ん で も ら え る よ
新商品の小物入れ！
う、定 期 的 に 会 議 を 開 き、
日々検討して、製作していま
す。現在は、リバーサイド祭が近づいて来たこともあり、リバーサイド祭でど
のような製品を販売していくかを、皆で考えています。
製作した製品に関しては、下記の場所で定期的に、販売しています。販売に
行った際は、地域の方より気軽に声を掛けていただき、貴重な交流の場となっ
ています。
作業担当

ココで販売しています！

利用者さんより

基本的に、第二、第四火曜日は泉区役所ロ
ビーで、第三木曜日に下和泉地域ケアプラザ
で、
共に午後 1 時半～ 2 時半まで販売を行っ
ています。利用者さんは 2、3 人参加し、新
商品の小物入れも販売します。お近くにお越
しの際は是非お立ち寄りください。

今新製品の小物入れ作りを
行っています。英字新聞を貼
る作業は徐々に慣れてきまし
た。こ れ か ら も 作 業 活 動 で
色々なことに挑戦していきた
いです。

ケア
「ふれあい」を大切にしたケア活動。
足浴、マッサージなどを提供しています。
ケアグループでは、個別支援を中心に、利用者さん個々との関
わりを大切にした活動を行なっています。
音楽系では童謡からダンス系まで様々な音楽や音色に合わせて
楽器や手拍子でリズムをとり楽しんでいます。運動系ではバラン
スボールを使って身体全体を使って弾む感覚を感じて楽しんでいま
す。今後は少人数で車に乗って公園に出かけ、外の空気や土や芝の
香りなどを感じて楽しんでもらうドライブ活動
も行っていきます。
利用者さんとの言葉だけでないコミュニケー
ション、肌が触れあうことを大事にしながら、
利用者一人一人に様々な刺激を提供し、日々新
しい発見や変化を見出していきたいと考えてい
ます。
ケア担当

ケアを担当して…
本格的に活動が始まり毎日試行
錯誤して頑張っています。利用者
さんの表情が変わってきた事をと
てもうれしく思っています。これ
からも利用者さんの笑顔が増える
ようにしてゆきたいと思います。
担当：西尾

クラフト講座

フラワーアレンジメント講座

沢山の利用者さんが、
様々な作品に挑戦しています！

季節の花を使い、
年間を通して楽しめる講座です。

クラフト講座は毎週火
曜日の午前中に講師の先
生を招いて、ボランティ
アさん方の協力もあり、
現在 28 名の利用者さん
が参加しています。油絵
や水彩画、他にペンやク
レヨンで絵を描いたり、
塗り絵や粘土とそれぞれ
が好きなことに挑戦しています。講師の先生は「やりた
い！」と思っていることが「すぐに出来る」ようにいつ
も準備を整え、利用者さんが希望する作品を実現させる
ために、力を注いて
下さっています。
作品は施設内に展
示しているので是非
ご 覧 く だ さ い。リ
バーサイド祭でも展
示します！

フラワーアレンジ
メントは月１回第４
木曜日に行っていま
す。ボランティア講
師の方と、毎月希望
で集まる利用者さん
と少人数で和気あい
あいとした雰囲気に
なっています。季節
のお花を使ったり、
木の実や小物を用いて壁掛け用やテーブル用など
多種多様なモノ
作りが年間を通
して楽しめる活
動です。
リバーサイド
祭で展示します
ので皆さんの力
作を是非ご覧く
ださい。
創作担当

創作担当

栄養士より

災害時における障害者の食事提供について

当施設では、身体状況が多岐に分化した利用者さんに対応できる非常食をご用意してい
ます。今までの非常災害訓練で実践した結果、以下の点が挙げられ、検討課題として取組
んでいます。
① 乾燥米は、水で戻すとパサつき食感が悪い。お湯で戻してもすぐに固く、ダマになる
ので、食べる直前にお湯で戻す。
② プラスチックスプーンは筋緊張が強い人の場合、噛んで割れて危険、ストローは吸え
ない場合があるので、金属製の給食用スプーンや吸い飲みで対応する。
③ 備品や容器には、食用に使えるアルコール消毒液(エタノール系)を用意し衛生面に配
慮する。
④ ベテラン支援員がリーダーとなって指揮する。
近い将来に起こると想定されているのは M7 クラスの南関東直下地震ですが
いざという時に特別避難場所としての役割が果たせるよう、食事提供できるシステム作り等に
取組んでいます。ご自宅にある備蓄品の在庫や賞味期限は大丈夫ですか？
栄養士

報告！

富士塚祭に行ってきました！
７月２４日(土)に自治会主催の富士塚祭に利用者さん、職員、ボランティ
アさんとで参加してきました。毎年恒例の夏祭りで、利用者さんはこの日を
待ち遠しくしていました。
ボランティアさんと綿菓子やカレーを買いに行かれる方や盆踊りに参加している
方それぞれ楽しんでいる様子が見られました。これからも地域のイベントに参加
して行けるように努力したいと思っています。
富士塚祭担当

居宅サポート・リバーサイド泉より

ゆいⅦ完成予想図
７件目のケアホーム、
「グループホームゆいⅦ（セブン）
（女性）」が１０月１日にオープンします。
スタッフや職員、事業所全体で協力し合い、地域での生
活のサポートをさせて頂きたいと思っています。
他ケアホーム同様、皆さまには温かく見守って頂けたら
幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

■ゆいⅦ世話人より

加藤

史

グループホームゆいⅦの世話人をさせて頂
く加藤です。
入居者の皆様と安心して楽しく生活できる
ホームを作っていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

■ゆいⅦアクセス
〒 245-0016

横浜市泉区和泉町 4137-6
立場駅より徒歩１０分

スタッフ大募集！
ゆいⅦオープンに伴い、ケアホーム宿直スタッフ、居
宅介護登録ヘルパーを同時募集しています。ブランク
のある方、未経験の方、無資格の方（登録
ヘルパーはヘルパー２級以上必須）大歓
迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

℡： 045-806-0238
■居宅サポート・事務所風景

介護についてのご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。
担当：芳垣・髙橋

ボランティア募集！
クラフト講座、書道講座、創作、縫い
物、洗濯、園芸、清拭切り、ピアノなど楽
器の演奏・・初めての方でも、事前に施設見学や車椅子講
習があります。お気軽にご連絡ください。
ボランティア担当：上杉・島田（源）・蓑和
TEL:０４５－８０４-２１９１

地域支援事業所
居宅サポート・リバーサイド泉
〒 245-0016 横浜市泉区和泉町 5286-2
TEL:045-806-0238
FAX:045-806-0239

古布の寄付募集！
施設では、清拭に使う古布（木綿）が
丌足しています。丌要な古布をお持ちの
方、寄付していただけると助かります。
担当：森・林
TEL:０４５－８０４-２１９１
平成 22 年 10 月

