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呉市が平成１９年度から行っている
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洗濯したタオルを収納します

中学生の「職場体験」事業で、ケア
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プラザ呉では今年も呉市立昭和中学校
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２年生の生徒２名の受入れに協力させ
ていただきました。
４日間という短い期間でしたが、車
椅子の使用方法やシーツ交換、介助用

介護業務のお知らせ

リフトから車椅子へ移乗

リフトを使ったベッドから車椅子への

①介助浴
毎週月・木曜日

移乗方法、食事で使用するお皿やスプ
ーン（自助具）の違いなどを勉強して

②機械浴
毎週火・金曜日

いました。
参加した生徒さんからは、「ケアプ
ラザで介護に係る貴重な体験をさせて

③シーツ交換
毎週水曜日

いただき、ありがとうございました。
この貴重な体験をこれからの生活に生
かしていきます。」といった感想が寄

設備からのお知らせ

せられ施設として協力できたことを大

①給油タンク年次点検
清掃
９月２７日
※点検終了までお湯が
出なくなりますので、
ご注意ください。

変うれしく思っています。
今回体験し学んだことが、将来何か
の役に立てれば良いと思っております。
お二人とも、お疲れ様でした。
事務室

たくさんの洗濯物を運んでいます
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②エアコンフィルター
の点検清掃
９月２日～３日
※入居者居室内の作業
があります。ご協力お
願いたします。

清掃からのお知らせ
９月の予定は
特にありません。
※天候等により、変更と
なる場合があります。詳
しくは、掲示板・館内放
送で確認下さい。

８月２日(水)、今年も広島国際大学看護学部
のご協力を得て、「大納涼祭」を盛大に開催す
ることができました。
今年は芸達者な学生さんが多く、浴衣姿の学
生さんたちが「ハンドベル」に始まり、「バル
ーンアート」「カラオケ」を披露してくれまし
た。
また、入居者の皆さんには屋台での、焼き鳥
や焼きそば、おでんにあんみつ、アイスクリー
ムなどと色々と食べていただき大好評でした。
学生さんと談笑する入居者の皆さんの笑顔
が、一際目立った一日でした。
これからしばらくは厳しい残暑が続くことが
予想されますが、入居者の皆さんはこまめに水
分補給を行い、夏バテに十分気を付けて下さい。
(「大納涼祭」の様子
は、広島国際大学看
護学部のフェイスブ
ックでも紹介してい
ただいていますので
ご覧ください。)
施設長 濱﨑 雄司
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① 昭和中央小学校「出前授業」の実施報告‼
９月以降の予定
●医療相談等
【整形外科】永田先生
毎月第 2・4 月曜日
来 所
【泌尿器科】
中国労災病院
隔週金曜日 来 所

今年で５回目となる呉市立昭和中央小学校へ出前授業を、６月２３日に
行いました。
今年は３年生の児童８９名が対象で、シーツ交換やケアプラザでの給
食、脊髄損傷などの障害について学んでもらい、車椅子の乗車、介護用リ
フトなどを体験してもらいました。
９月２０日には、出前授業に参加した児童がケアプラザを訪れ、入居者
の皆さんに歌などを披露していただける予定です。
子供たちの元気な姿を見せてもらえるものと期待しております。
行事担当
リフト体験

【内科】渡辺先生
毎週火曜日 来 所
【心療科】
面本臨床心理士
毎月第 3 水曜日
来 所
●生活支援相談
池口相談員
第 2・4 水曜日
●歯科診療
(舟橋医院)
毎週月曜日
(亀本医院)
毎週火・木曜日
●理髪
第 1・2・4・5 月曜日
※都合により、曜日が変更とな
る場合があります。
詳しくは掲示板をご覧下さ
い。

●その他の予定
11 月 29 日 消防訓練

ケアプラザ呉では初めてとなる、書道教室を７月２６日に開
催しました。
１０名の方が参加し、講師は書道経験のある職員が務めまし
た。
大胆に筆を走らせる方や、慎重かつ丁寧に書かれる方もお
り、それぞれの個性が出たすばらしい作品が完成しました。
皆さんの作品は、食堂前に掲示させていただきました。

シーツ交換

真剣に取り組まれている様子

集中しています

行事等の参加者募集!
9 月 6 日
9 月 13 日
9 月 20 日
10 月 8 日
10 月 16 日
10 月 25 日
11 月 8 日
11 月 22 日
12 月 13 日
12 月 20 日

陶芸体験教室
買物ツアー（ゆめタウン黒瀬）
昭和中央小学校との交流会
南ハイツ秋祭り
昭和中学校吹奏楽部演奏会
ゲートボール交流会（秋）
バーベキュー大会
買物ツアー（ゆめタウン黒瀬）
買物ツアー（ゆめタウン黒瀬）
年末お食事会

サツマイモ畑(8 月上旬撮影)
早いもので、今年度も半分が過ぎました。
これから迎える秋は、「芸術の秋」「食欲の秋」
「スポーツの秋」など様々に称されますが、行事
の方も、たっぷりと秋を楽しむメニューが目白押し
です。
毎年好評の「中学校吹奏楽部の演奏会」に加え、
３回目の開催となる「バーベキュー大会」が待っています。バーベキュ
ー大会では、今年の６月に施設敷地内の畑に植えました、サツマイモを
皆さんに食べていただければと考えております。
行事企画運営委員会
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注目トピック

①昭和中央小学校
「出前授業」
実施報告!!

白熱した試合、お疲れ様でした！

②書道教室
開催報告!!

今回で 13 回目となるオセロ大会
を開催しました。今年も 8 名の方が
エントリーされ、白黒決着を付ける
熱戦が繰り広げられました。
今年の優勝者は、昨年に引き続き
田中 英幸さんでした。（↑写真右前
でトロフィーを持たれています。）

③オセロ大会
結果報告!!

行事担当
熱戦が繰り広げられました‼
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