
「ご利用者の思い」

介護現場で働くスタッフの日々の中には、たくさんの喜びや反省、後悔があります。さまざまな思いに葛

藤しながら、前を向いて進む一人ひとりのつぶやきを“感動の風”に乗せて皆さんに贈ります。

S・A

　最近、私が働いているデイで３名のご利用者から「話してよかった!  思い切って言ってよかった!」

と言われた出来事があります。

　１人目は、「スタッフと一緒に杖歩行の訓練をやりたい」という気持ちをずっと言えずにいた方で

す。ある日、思い切ってその思いを話してくださったため、すぐにスタッフが付き添って杖歩行の訓

練を行い、とても喜ばれました。

　２人目は、ご家族に気を遣い、体が動きにくくつらくても、頑張って自分でできることをやってお

られる方です。「このつらさを誰かに分かってほしいけれど、誰にも言わずに黙っているの。でもつ

らいのよ」と、涙ながらにご自分の思いを打ち明けてくださいました。

　３人目は、スタッフの歩行介助付きで歩かれていた方です。歩行器を使った歩行訓練を始めたとこ

ろ、「じつは一人で歩きたいと思っていたんだ。これなら歩ける。願いがかなった！」と言われました。

　すべてご利用者の心の奥にあった大切な思い。この思いをうまく引き出すのが私たちの仕事だと思

います。少し時間はかかりましたが、３名の方が思いを打ち明けてくださり、それを私たちが受け止

めて実現できたことは、とても良かったです。ほかにも「やりたい！」「分かってほしい…」という

思いを持った方がたくさんいるはずです。これからも「私たちが一緒にかなえます！」と自信を持っ

て言えるような環境をつくっていきたいと思います。

介護職向け！

歩行訓練の実際＆工夫
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一万円札が発行された日
1958（昭和33）年のこの日、初めて一万円札が発行されま
した。「聖徳太子」の肖像が起用され、1984（昭和59）年ま
での約25年間使用されました。現在は、「福沢諭吉」の肖像
が起用されていますが、2024（令和６）年から「渋沢栄一」
に変更されます。

日本人宇宙飛行記念日
1990（平成２）年のこの日、当時、テレビ会社の記者だった
秋山豊寛が日本人初の宇宙飛行に成功しました。初めて
宇宙へ行ったジャーナリストともいわれています。

果物言葉 信じ合う心
誕生果 温州蜜柑

果物言葉 追想
誕生果 愛宕梨

果物言葉 清らかな心
誕生果 オランダ苺

果物言葉 交流
誕生果 アンコール（ミカン）

果物言葉 はにかみ
誕生果 スウィーティー

果物言葉 恩恵
誕生果 身不知（千両梨）

果物言葉 親愛の情
誕生果 マーコット（ミカン）

果物言葉 大自然
誕生果 ニュージーランドチェリー

果物言葉 控えめ
誕生果 グローコールマン（ブドウ）

果物言葉 音楽
誕生果 ヘーゼルナッツ

クリスマスツリーの日
1886（明治19）年のこの日、横浜で日本初のクリスマスツ
リーが飾られました。クリスマ
スツリーを飾る習慣は、ドイツ
で始まったとされています。
クリスマスツリーに飾るボー
ルやリンゴは聖書に登場す
る知恵の樹の実を表してい
るといわれています。
※クリスマスツリーの飾り物のそれぞ

れの意味は、13ページ「今月の豆
知識」にて紹介しています。

シンフォニー記念日
1914（大正３）年のこの日、ドイツ・ベルリンから帰国した山田
耕筰が、日本人として初めて作曲した交響曲「勝鬨と平和」を
発表しました。山田耕筰は、日本初の管弦楽団を作るなど西
洋音楽の普及に努め、作曲家・指揮者として活躍しました。

アロエヨーグルトの日
1994（平成６）年のこの日、日本で初めて「アロエヨーグル
ト」が発売されたことにちなみ、体の内側からきれいに健康に
なってもらいたいという願いを込めて制定されました。アロエ
は、胃腸薬・便秘薬などにも使われています。

地球感謝の日
１年で最後の月になる12月と「ちきゅう（９）」の語呂合わせに
ちなみ、「あらゆる命の源である地球に感謝してその思いを
多く伝える日」として、制定されました。

有機農業の日
2006（平成18）年のこの日、「有機農業の推進に関する法
律」が可決したことにちなみ、制定されました。「農業の未来
について考え、アクションをおこす節目の１日にしてほしい」と
いう願いが込められてます。1日（日）

2日（月）

6日（金）

7日（土）

10日（火）

9日（月）

8日（日）

バミューダトライアングルの日
1945（昭和20）年のこの日、大西洋上でアメリカの軍機が
突然消息を絶ちました。フロリダ、バミューダ、プエルトリコを
結ぶ大西洋の三角形の海域は、多くの船や飛行機が行方
不明になったとされることから、「バミューダトライアングル（魔
の三角海域）」と呼ばれています。しかし、実際はほとんど事
故は起こっておらず、現在もバミューダトライアングル上を飛
行機が飛んでいます。

5日（木）

4日（水）

3日（火）

「Ｅ．Ｔ．」の日
1982（昭和57）年のこの日、日本で映画「Ｅ.Ｔ.」が公開され
ました。「Ｅ.Ｔ.」は、スティーヴン・スピルバーグ監督のSF映
画で、地球外生命体と少年たちの交流を描いた物語です。

奇術の日
手品をする際のかけ声「ワン

（１）ツー（２）スリー（３）」の語
呂合わせにちなみ、日本奇術
協会が1990（平成2）年に制
定しました。

「日本初クイズ」をしましょう
Q１．

Q２．

Q３．

日本で初めて新婚旅行に行った人は誰？ ※諸説あり

日本で初めてラーメンを食べた人は誰？ ※諸説あり

じゃんけんをする際、日本で初めて「最初はグー」と言った人は誰？

Ａ.西郷隆盛　Ｂ.坂本龍馬　Ｃ.板垣退助

Ａ.水戸光圀（水戸黄門）　Ｂ.織田信長　Ｃ.豊臣秀吉

Ａ.所ジョージ　Ｂ.明石家さんま　Ｃ.志村けん

Q１．B（坂本龍馬）　Q２．A（水戸光圀（水戸黄門））　Q３．C（志村けん）答え

● 海のセレナーデ／春山一夫（1933（昭和８）年）
●月よりの使者／竹山逸郎・藤原亮子（1948（昭和23）年）
● 青い山脈／藤原一郎・奈良光枝（1949（昭和24）年）
● 上を向いて歩こう／坂本九（1961（昭和36）年）
● 君といつまでも／加山雄三（1965（昭和40）年）　  など

● 買い物袋を持参する
● 冷蔵庫を開けっぱなしにしない
● 冷房の温度は１℃高くし、暖房の温度は１℃低く設定する　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

● のどの痛みの緩和
● 口内炎・歯茎の腫れの緩和
●コレステロールの上昇の緩和　など

「指回し」をしましょう
両手の指先を合わせて、
それぞれ10回ずつ回します。

月刊デイお役立ちツールDVD12月号に「三角形カード」と「図形
シート」を収録！月刊デイホームページからもダウンロードできます。

模擬通貨を月刊デイホームページからダウンロードできます。

1 各参加者の前に、丸めた新聞紙と一万円札（５枚程度）
を入れた箱を置く。
スタッフの「スタート」の合図で、参加者は箱の中から一万
円札をすべて探し出す。早く見つけた人の勝ち。
※ダミーとして五千円札や千円札などを入れてもよいでしょう。

やり方

一万円札（模擬通貨）、新聞紙、箱…人数分準備物

「一万円を探せ」ゲームをしましょう

イスに座り、自転車をこぐように左右の足を交互に動かしま
しょう。

2

「好きな歌を話し合ってみましょう」

●ミカンの皮の白い部分（裏側）で革靴の汚れを落とし、黄色
　い部分（表側）で磨くときれいになる
　※磨いた後は、乾いた布で拭き取りましょう
● 鏡などをジャガイモの皮でこすると、曇り防止になる
● 枝豆のゆで汁を布巾に染み込ませて拭くと、油汚れが落ちる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   など

「野菜の意外な使い方！？」を調べましょう

三角形のパーツを組み合わせて、いろいろな形を作ってみましょう。
図形シートを見ながら同じ形を作るようにしてもよいでしょう。

やり方

三角形カード、図形シート準備物

「三角形でいろいろな形を作りましょう」

［ボール］
発泡スチロール玉に、色を塗った
り、布のハギレを貼るなどして作り
ましょう。また、９ピン（数字の９の
ような形をしたピン）を使ってひも
を結んだり、リボンを付けるなどし
て、ツリーに飾ります。

［キャンディ・ケイン］
赤色と白色のモールを合わせてねじり、
先端を少し曲げて、ツリーに飾りましょう。

やり方

［ボール］
発泡スチロール玉、リボンなどお好みの材料
［キャンディ・ケイン］
赤と白のモール…各１本

準備物

「クリスマスツリーの飾り」を作りましょう

エコを心がけましょう

「医者いらず」といわれるアロエには、以下のような効果がある
といわれています。

「アロエの効能を調べましょう」

※諸説あり

【果物と野菜の意外な使い方の例】

「自転車こぎ運動」をしましょう

さ

しょうぞうしょう  とく  たい    し

とよ  ひろ

しぶ   さわ  えい いち

ふく  ざわ   ゆ    きち

こう  さく

てん

き じゅつ

む

こうきょうきょく

かん げん がく だん

かち  どき

み

おん  けい

し ら ず

かん    わ

うん しゅう   み    かん

あた    ご    なし

みつ くに

12月今日は

何の日
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〈クリスマス・年末〉

　・プレゼントは何？

　・豪華クリスマスケーキ競争

　・クリスマスＢＩＮＧＯ

　・すす払いゲーム

〈年始〉

　・筒deたこ揚げ

　・ねずみこいこい

〈クリスマス・年末〉

　・ご利用者が“地域のサンタクロース”
に大変身！

　・年末に開催するハンドメイドカフェ

　・ご利用者が企画する忘年会

　・ケアマネに送る年賀状

〈年始〉

　・めでたい言葉でオリジナルかるた作り

　・家で作る「お年玉袋」

　・もちつき・花もち作り

　・かんころもち作り

〈クリスマス〉

　・バラの花咲くアップルパイ

　・ハートフル♡ロールケーキ

〈年始〉

　・みんなで湯葉パーティ

　・ＨＭの団子でおしるこ

〈クリスマス〉

　・紙で作るツリーの飾り

　・紙皿で雪の結晶

〈年始〉

　・干支飾り

　・もこもこ絵の具で年賀状
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　デイサービスセンター人生の里（以下、人生の里）は、住み慣れた地域で暮らしていけるような
在宅支援サービスを目指しています。より地域に密着した事業所にするために、「朝食サービス」
や「訪問理美容サービス」といった保険外サービスの提供をはじめました。

稼働率
アップ！！

利用者
デイの

工夫増の増増
地域のニーズに応えて

保険外サービス（朝食・理美容サービス）
を導入し、利用者増！

デイサービスで朝食が取れるサービス。在
宅生活における家族負担の軽減や独居のご
利用者の体調管理、栄養面などの改善につ
ながる。

いき  がい

朝食サービス

月２回（第４火曜日、第４金曜日）、デイ
サービスに訪れる訪問型の理美容サービスを
受けられる（ただし、理美容サービスを受け
た時間は介護保険サービスの時間から引く）。

理美容サービス

朝食サービス（和食）の例（１食180円 ）

朝食会場では雰囲気づくりのため、のれんがか
けられる

訪問型の理美容サービスの車が月２回訪れる

理美容サービス利用中の様子

新
規
利
用
者
を
増
や
す
工
夫
を
紹
介
し
ま
す

運
営
の
工
夫

うめがおか
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接遇研修資料
●コピーしてお使いください

介護スタッフのための接遇研修

～ 会話の仕方について ～

◆プラス表現の話し方をする
　ご利用者やご家族と会話をする際は、「こうしなければ、今より悪くなる」というマイナス表
現の話し方ではなく、「こうすると、今より良くなる」というプラス表現の話し方をするよう心
掛けましょう。

◆積極的な姿勢で話す
　ご利用者やご家族から、自分がすぐに答えられない内容の質問や相談を受けた場合、「ほかの
人に聞いてください」と消極的な姿勢で答えるのではなく、「確認した上でお答えしてもよろし
いですか？ほかに気になることはございませんか？」と積極的な姿勢を心掛けましょう。

もう食べたくない…

この間紹介してもらった
福祉用具の件ですが…

積極的

消極的

あともう少し食べたら、もっと元気になれますよ。

マイナス表現

プラス表現

確認した上でお答えしてもよろしいですか？
ほかに気になることはございませんか？

私には分からないので、管理者に聞いてください。

食べないと、病気になりますよ。

　ご利用者やスタッフの中にノロウイルスの感染者が発生した場合、または感染が疑われる場合
は、以下のような対策を取りましょう。事前に取り決め、文書で配布しておくとよいでしょう。

【3】感染が疑われる・感染者が発生した場合は？

【４】おう吐物の処理方法は？

◆感染が疑われる場合

　事業所へ早急に連絡してもらい、その日のサービス利用を中止してもらいましょう。ご家族が感染して
いる場合も、事業所へ連絡してもらったり、状況によっては利用を中止してもらいましょう。

【ご利用者】

　管理者に感染が疑われることを報告し、早急に医療機関を受診しましょう。結果が分かるまで自宅で待
機し、結果が分かり次第管理者に報告し、出勤・欠勤の指示を仰ぎましょう。家族が感染している場合
は、食品を扱う業務を避け、マスクを着用し、手洗いを徹底して行いましょう。

【スタッフ】

◆サービス利用中に症状が見られた場合

　サービス利用中に症状が見られた場合は、すぐにご家族に連絡し、医療機関を受診してもらいましょう。
また、サービス利用中の様子についてご家族に丁寧に説明しましょう。

【ご利用者】

　体調不良を管理者に報告し、早急に医療機関を受診しましょう。その日は早退し、結果が分かり次第、
管理者に報告しましょう。

【スタッフ】

◆発症後の対応

　症状が落ち着いてからも、１週間～１ヶ月は体内にノロウイルスが潜伏しているといわれています。約
１週間は利用を中止してもらいましょう。

【ご利用者】

　症状が落ち着いたら管理者に報告し、指示を仰ぎましょう。医療機関で検査を受け、陰性になるまでは
出勤を控えましょう。

【スタッフ】

研修資料 /感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修
●コピーしてお使いください

□使い捨てエプロン

□使い捨て手袋

□使い捨てマスク

□ポリ袋（２枚）

□ペーパータオル

□新聞紙

□塩素系消毒液
次亜塩素酸ナトリウムを含む
家庭用塩素系漂白剤10mlと水500ml
を合わせたもの

【おう吐物処理時の準備物】

使い捨てのマスク、手袋、
エプロンを着用

ペーパータオルで汚物を
挟み込むように拭き取る

窓を開ける

汚物を入れたビニー
ル袋の口は縛る

汚れた場所は、塩素系消
毒液を染み込ませた
ペーパータオルで覆い、
10分置いた後で水拭き

塩
素
系

消
毒
液

床にひざを付く場合は
新聞紙を敷く

ビニール袋をかぶ
せたバケツに汚物
を入れた袋を入れ、
消毒液を少量注ぐ
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全国から寄せられた事業所での取り組みや
レク・クラフトを中心に毎月紹介しています。 大集合

自慢の

全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや

自

全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや全国から寄せられた事業所での取り組みや 大大大大大大大大大大集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合集合

活動に生かせる
ヒントが盛りだくさん！

評

アイデア賞 

評

準優秀賞 

古い浴衣生地を使って大根の形に縫い、綿を詰めて、太

くておいしそうな大根干しを作りました。丸めたフェル

トを茎に見立てています。細長く切った布を三つ編みに

して大根を縛り、天井からつるして完成。白い大根に、

浴衣の柄が入っているところがポイントです。

 つるし飾り  大根干し

新潟県十日町市

ケアセンター 三好園
しんざ 様

浴衣生地で作った大根に、綿を詰めて立体的に仕上げています

浴衣生地を

生かした
大根

細長い布を
三つ編みにして
ひもにもひと工夫 フェルトで作った

色とりどりの
大根の茎

フェルトで作った
色とりどりの
大根の茎

愛知県田原市

デイサービス 福江 様
　　　
段ボールで作ったピンチ練習のリハビリグッズです。楽しく訓練できるように、ビニール

テープでパンダの貼り絵を施し、ほかの利用者様からも「かわいいね！」と大好評です。

 リハビリグッズ  シャンシャンのピンチ訓練

天日に照らされ、少しずつ水分が蒸発し甘味が増し
ていく大根。しんなりした一本一本にその時間を慈
しむような優しさが込められています。浴衣の柄に
粋な雰囲気と懐かしさを感じます。

天真爛漫なパンダの愛らしさに自然と心がほぐれて元気が出てきます。鮮やかな色彩とつやのある素材が光を反射し、見ていて楽しくなる作品で
す。工夫とアイデアが詰まっていますね。

ビニールテープを切り貼りしたちぎり絵裏側はピンチ訓練用ボート 70個のピンチ練習が可能！

使わないときは洗濯ばさみを収納

パンダの貼り絵は
山下清画伯の作品を
イメージしました！
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購入はこちらから

https://dayshop.biz/products/detail/262
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