
冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれ
る範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について
・ページ数は表紙も含めた数になります
・データは1Pごとでも見開きでも ご入稿頂けます
※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください
・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示くだ
さい

。
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特別養護老人ホーム札内寮
記事担当 所・大口

1

↑綿あめモグモグ

↑お鍋美味しかったよ！満足♪
↑でっかい綿あめ作っちゃるからね～！

↑ポップコーンの分量？
こんな感じでしょ

↑空グループの二人場織。
お願いだから上手くやって～（泣）

↑ハワイアンダンスを披露。
アロハオエ～♪

↑職員全員が仮装して楽しく踊りました。 ↑ごっつあんです！

↑

でっかい綿あめ作っちゃるからね～！
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札内寮デイサービスセンター

記事担当 小林

↑須田さんの
作品です。

←「柏の会」の皆様が
ひょっとこ踊りを披露し

ました。

利用者の方々も一緒に

混ざってフラダンスを

踊りました。 →

←「ひげダンス」では利用
者の方が投げた物を職員が

受け取ろうと必死に頑張り

ました。

「君紫会」の皆様は日

本舞踊を披露しました。

→

←管理者の宇佐見も舞台
に立ち、今年は水の中に

入らない「シンクロ」を

披露しました。

←多くの利用者の方がカ
ラオケを披露しました、

この日の為に練習した甲

斐があり素晴らしい歌声

でした。
披露しました。
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サテライト型ふらっと札内
記事担当 石川・堀越

３

↑↑初詣り 皆さん今年も良い一年で↑初詣り初詣り 皆さん今年も良い一年で
ありますように↑↑御神酒「もう一杯」↑御神酒「もう一杯」御神酒「もう一杯」

と仰るお気持ちは分かと仰るお気持ちは分か
りますね。

←←初日の出←←初日の出初日の出
を拝まれ元を拝まれ元
気で過ごせ気で過ごせ
ますように

←←福笑い色塗り←←福笑い色塗り福笑い色塗り
「ここは茶色でい「ここは茶色でい
いかしら」と真剣いかしら」と真剣
に塗っていました

↑↑おみくじを引き「何↑おみくじを引き「何おみくじを引き「何
て書いてあった」とおて書いてあった」とお
互い気になっていた様互い気になっていた様

子。

皆さん今年も良い一年で
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サテライト型ふらっと忠類
記事担当 高橋

４

🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄

😋😋😋😋

介護士の斎藤 まゆみ（さいとう まゆみ）さんです。

＜経歴と意気込みと今後の目標＞

高校卒業後、サービス業の仕事等をしてきましたが、

３６歳の時に病院関係の仕事をしたのがきっかけで介護

の仕事に興味を持ちました。H29年11月よりふらっと忠
類の介護員として勤務しています。未経験から始めて、

今も学ぶことの多い日々ですが、入居者の皆さんの生活

のお手伝いが出来ることに感謝しています。これからも、

入居者の皆さんが笑顔で穏やかに過ごせるように、お手

伝いさせていただけたらと思っています。

↑↑早く～食事はまだか↑早く～食事はまだか早く～食事はまだか
しら。サンタの仮装でしら。サンタの仮装で
食事を待ちます。

↑↑トナカイに仮装した記事担当者↑トナカイに仮装した記事担当者トナカイに仮装した記事担当者
仕事をサボりカメラ目線です。

↑↑ストライクー！↑ストライクー！ストライクー！
ダメでした
ストライクー！
ダメでしたダメでした―
ストライクー！ストライクー！ストライクー！

――。

↑↑起きて！あと少し↑起きて！あと少し起きて！あと少し
で始まりますよ！サで始まりますよ！サ
ンタの仮装で寝てまンタの仮装で寝てま
いました。

わたしヒゲ眼鏡なわたしヒゲ眼鏡な
んだけど、あなたんだけど、あなた
のツノ可愛いわね。のツノ可愛いわね。

→
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忠類デイサービスセンター
記事担当 照本

５

↑「よさこいソーラン」を披露し
てくれました。

↑子どもたちと一
緒に手遊びの歌で
遊びました。

↑今話題の「パプリカ」を唄って
くれました。

↑ご利用者の方も一緒に
踊りました。

を披露し

↑最後は全員で記念撮影しました。
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グループホームくつろぎの家
記事担当 伊藤

🎵🎵🎵🎵
(^^♪

🥄🥄🥄🥄
!(^^)!

６

↑↓味噌ラーメン💛💛💛💛

↑料理の腕は天下一
品です。

↑キムチラーメン💛💛💛💛

↑醤油ラーメン💛💛💛💛
↑もやしラーメン💛💛💛💛
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○牧野 美智夫 様 〇西原 清徳 様
〇白木 艶子 様 〇平山 雅子 様
○ＴＫコーポレーション 様
○北村 基子 様 ○坂下 庄蔵 様
○中川 ナヨ 様 〇和泉 アキ子 様
〇宗内 信也 様 〇本内 英美子 様
〇鉄南長寿会 代表 角田 尚 様
〇九本 栄一 様
〇匿名希望（マットコール寄贈）

７

11月から勤務してい
ます。一度退職しまし
たが、また勤務するこ
とになりました。新た
な気持ちで利用者の方
の生活が楽しくなるよ
う頑張っていきたいと
思いますので、よろし
くお願いします。

札内寮介護士
森 いづみ さん

札内デイ介護士
矢柳 みゆき さん

札内寮介護士
澤田 響香 さん

札内寮介護士
山口 由美子 さん

札内寮介護士
佐藤 祐弥 さん

11月から勤務してい
ます。2か月半が経ち、
利用者の方とコミュニ
ケーションが取れるよ
うになりました。以前
とは全く違う職種です
が、人と接するところ
は共通しています。
よろしくお願いします。

12月から勤務をして
います。仕事はまだ慣
れないところもありま
すが、毎日利用者の皆
様の笑顔に癒されてい
ます。一生懸命頑張り
たいと思いますのでよ
ろしくお願いします。

12月から勤務をして
おります。まだ分から
ないことばかりですが、
少しずつ吸収しながら
利用者の皆様に寄り添
い、笑顔で過ごしてい
ただけるよう頑張って
いきたいと思います。

1月から勤務しており
ます。私は他の事業所
で介護職に関わってい
ましたが、まだまだな
れない点もあり、一つ
一つのことを覚えてい
き、利用者の皆さん一
人ひとりに寄り添える
介護士として頑張って
いきたいと思います。

< >


