
　　

　

　　　

　

寒さ厳しい冬がすぎ春風と共に聞こえてくる小鳥の

囀りが心地好い季節となりました。皆様いかが

お過ごしでしょうか、グループホームホーム、

ショートステイ、ケアプランセンター、

と皆様のお力添えのおかげで沢山の

方々にご利用いただいております。

今年の桜は足早に散ってしまいましたが、私たち看護師、

介護士は決して急がず利用者様に寄り添う介護を

目指し実践してまいります。これからも

藤の里グループをよろしくお願いいたします。

平成３０年４月より基本報酬の改定がございました。

下記の通りです。

〇ショートステイ 単独型：ユニット型の場合

一日当たり ＜現行＞ ＜改定後＞

要支援１ 539 単位 543 単位

要支援２ 655 単位 660 単位

要介護１ 718 単位 723 単位

要介護２ 784 単位 ⇒ 790 単位

要介護３ 855 単位 863 単位

要介護４ 921 単位 930 単位

要介護５ 987 単位 997 単位

加算は処遇改善加算のみの変更です。

（現行）Ⅱの6% （改定後）Ⅰの8.3%

ご質問等ございましたらご連絡下さい。 ショートステイ 管理者 金久保千代子

今は、桜満開で運転することも楽しくなってきたこの頃です。

今年は、寒い春から暖かい春の境目がわからず、服装にも困ってしまいます。

[ 送迎予約について ]

毎回、ご利用者様の予約をスケジュールに組んでいます。…なので、

今日の今日または今日の明日の急ぎの送迎予約は出来ない事がございます。

毎日のスケジュールは1週間前からのご予約を優先で組み込んでいますので、

早めのご予約をお願いします。

遠方の送迎も、日祭日問わず承りますので、ご相談ください。

ＮＰＯふじのさと 生活サポート事業 電話0480-70-2840

〒347-0111 埼玉県加須市鴻茎2168-1・2 有限会社フクシ

■グループホーム 藤の里

TEL：0480-73-2943 FAX：0480-73-2994

■ショートステイ 藤の里

TEL：0480-73-8294 FAX：0480-73-2991

■ケアプランセンター 藤の里

TEL：0480-73-8294 FAX：0480-73-2991

■生活サポート（NPO法人 ふじのさと）

TEL：0480-70-2840 FAX：0480-70-2841

-------------------------------------------------------------------------

〒347-0001 埼玉県加須市大越３３８６－１

■グループホーム 藤の里大越

TEL：0480-69-2943 FAX：0480-69-2944

-------------------------------------------------------------------------

〒347-0103 埼玉県加須市牛重71-2

■ふじのさと託児所 TEL：0480-73-5176 ＦＡＸ：0480-73-5176

４月になり、新年度がスタートしました。

今年は桜の開花が早いせいか菜の花よりも先に満開になったところもありました。

桜と菜の花の写真が撮れなかったのは残念でしたが、

季節の歩みが早い事を日々実感しています。

まだ、朝晩冷える日もありますが昼間は暖かくお出かけには丁度よい季節です。

運動もかねてお出かけしてみてはいかがでしょうか。
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《グレープフルーツ》

日本では殆ど栽培されておらず、アメリカからの輸入が殆どです。

フロリダで熟した物が輸入される４月から６月が

一番おいしい時期です。

《栄養》

グレープフルーツ一個食べれば一日に必要なビタミンCを

摂取することができます。グレープフルーツにはビタミンCが

豊富に含まれています。ビタミンCはストレスに対抗する作用を持つ

副腎皮質ホルモンの合成を促すため、ストレス対策には効果的です。

また、体の老化を防ぐ効能や美肌効果、免疫力を高め風邪等が

ひきにくくなる等の効能も期待できます。

香り成分には、脂肪燃焼効果があります。イライラを和らげて、

心を穏やかにする効果も期待できます。

便秘予防に効果的な食物繊維のペクチン、疲労効果によいクエン酸などが

含まれています。

＜選び方＞

表面が滑らかで傷がなく凹みがない物、色が鮮やかで皮に張りがあり、手に持った時に

ずっしりと重く実の詰まった物を選びましょう。皮がごわごわした感じの物は中に

すが入ったようにすかすかしているので避けましょう

保存方法は、風通しの良い冷暗所に置くか乾燥しないようにビニールやポリ袋に

入れて、野菜庫に入れます。

管理者 瀬山里恵

ショートステイ 藤の里7 2

藤の里ショートステイⅠ便り

『気持ちを新たに！』

新年度になり気候が暖かくなってきました。他の保育園や幼稚園に行かれた方は５人で

在託児は３人となりましたが、他にお母さんの都合で１０ヶ月のお子さんを預かっています。

これからも少しずつ増えていくと思いますが、これから小さいお子さんが多くなりますので

職員も体調を崩さないよう健康を維持しながら頑張っていこうと思います。

春休みで子供達が多くいたので天気が良い日は、戸外遊びが出来てよかったです。

散歩が大好きで自然に触れあいながらタンポポや菜の花を見つけると「持っていく！」

と言って自分でとって持って帰ります。これから暖かい日が続きますので外に出ることが多くなると

思いますがケガのないようにしてまいりますので

ご家庭の方でもご協力をよろしくお願いいたします。

藤の里 託児所

管理者 城島清子

藤の里 託児所

栄養部門

3月に鴻茎小学校の生徒さんたちの慰問がありました。一緒に歌を歌ったり、笛で

の演奏を見たりして楽しい時間を過ごしました。

生徒さんたちの歌や演奏が終わった後、利

用者様1人1人に手作りのメダルをプレゼ

ント。

みなさん笑顔でメダルをいただきました。
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今回はまだ浸透されていない「認知症カフェ」について触れたいと思います。

認知症カフェは、ヨーロッパで始まったスタイルを取り入れて、認知症の人と

その家族を支援することを目的に、

２０１２年から国の認知症施策の一つとして普及が始まりました。

２０１５年に国が「認知症施策推進総合戦略（通称新オレンジプラン）」の

中心施策の一つとして位置づけたこともあり、全国で急激にその数が増えています。

認知症の人とその家族が集うカフェは、それまでにもありましたが、

現在の認知症カフェは、利用者を限定せず、

認知症の当事者・家族・地域住民・介護や医療の専門職などさまざまな方が

集うことが大きな特徴です。地域の人たちが気軽に集い、

認知症の人や家族の悩みを共有し合いながら、専門職に相談もできる

場所となっています。認知症カフェは、カフェという自由な雰囲気の中で、

支える人と支えられる人という隔てをなくして、

地域の人たちが自然に集まれる新しい場所です。

加須市にも「オレンジの会」「ひだまりカフェ」等がありますので、

興味のある方は一度参加されてみてはいかがでしょうか。

介護のことでご相談があればいつでもご連絡ください。

よろしくお願い致します。

＜新オレンジプランの７つの柱＞

・認知症の人の介護者への支援

・認知症の理解を深めるための普及・啓発の推進

・認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護などの提供

・若年性認知症施策の強化

・認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

・認知症の予防法・診断法・治療法・リハビリテーションモデル・介護モデル

などの研究開発及びその成果の普及の推進

・認知症の人やその家族の視点の重視

ケアプランセンター藤の里

住所：加須市鴻茎２１７０ TEL：0480-73-8294 FAX：0480-73-2991

管理者 望月 高志

ケアプランセンター 藤の里
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ショートステイ 藤の里Ⅱ

藤の里ショートステイⅡ便り

厨房および ｽ

ﾀｯﾌから、 美

味しい お菓

子が 提供さ

れました。

２月３日には、豆まきが行われました。

鬼の顔を見て、驚き喜ぶ姿が利用者様の童心を表しているようで、とても微笑ましいですね。

それを見ている人達も嬉しそうでした。

３月２日には、リース作りが行われました。

各利用者様が作った物を一つに集めると･･･ とても綺麗な作品が出来上がりました。

３月１２日には、鴻茎小学校の子供たちが藤の里に来てくれました。

利用者様は、子供達との交わりを楽しんでおられました。

職員より、

今年度に、広報の担当をすることになりました、斎藤です。どうぞ宜しくお願い致します。

4月になると、強くなる陽射しに、たくさんの新しい草木や花々が日に日に輝いてくるようです。

私達の日々の生活も、そのようでありたいものです。

今年度も、四季に渡って、それぞれ旬の行事を掲載していきたいと思います。



　

グループホーム 藤の里騎西 4グループホーム 藤の里大越 5

藤の里では月に１回避難訓練をして、
災害時スムーズに避難できるよう実
施しています。（訓練というより和
んでいますね）

グルーホーム藤の里大越では、３月に琴のボランティアの方が来ホームしてくださいました。
利用者様の馴染みのある歌を琴で演奏し、皆さんで歌いました。懐かしい歌が聞けて良かったなどの
声があり、楽しい時間を過ごすことができました。

今年に入ってから誕生日を迎えた方です。これからもお元気でいてください
平成３０年度も４月が終わろうとしています。
この間年が明けたと思ったらもう１年の３分の１が過ぎようとしています。
月日が過ぎるのとても早いと感じるのは私だけでしょうか。
前回、披露させていただきましたショートステイⅡの入所中のN様より、今回は演歌を
作詞していただきましたのでご紹介します。

「里の雨」

１．藤の里に降る雨は 私の心を濡らす雨 ３．藤の里に降る雨は 私の夢を消した雨
貴男と呼べない恋なのに 今さらあの日を恨むより
忘れられずに しのび泣く 散ったこの恋忘れたい
女の春は いつ来るの 女の春は いつ来るの

２．藤の里に降る雨は 私を泣かす恋の雨
悲しい別れを思い出す
涙かくして 紅をさす 作詞 藤の香里
女の春は いつ来るの

２月に節分の豆まきを行いました。鬼は外！福は内！

豆まきの後は、今年一年福が来ますようにとみなさんでお願いしました。

３月に、日帰りで熱海に出かけました。

当日は天気が良く、名所で記念撮影。

お昼は、地元のお魚を使ったお食事を頂きました。

美味しかったと笑顔で召し上がっていました。


