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～タイトル「花の香」について～
花むつみをご利用の
中嶋キヱ様による書です。
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平成25年6月1日よりサービス開始

警備会社（ＡＬＳＯＫ）と介護事業所（花むつみ）の連携による、ご利用者の
在宅時の暮らしを支援いたします！

小規模多機能型居宅介護「花むつみ」をご利用のお客様に
２４時間３６５日の更なる安心をお届けいたします！
緊急通報による駆けつけは、迅速丁寧なALSOK警備員が駆けつけます！

ご利用者にＡＬＳＯＫ仕様の機器（手もとからの緊急通報発信機器・自動火災通報機器・ＡＬＳＯＫセンター
への通報機器）を「花むつみ」より貸与し、通報手段の提供と、それに伴うＡＬＳＯＫ隊員の迅速な駆付け及
び花むつみ職員の駆付けを行う体制を提供し、ご利用者の万一の時に対応が可能となります。
手もとでの緊急通報が可能なため、電話が出来ない場合などに有効で、また自動火災通報もセットとなっ
ており、ひとり暮らしや高齢者世帯の方には、特に安心できるサービスです。
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小規模多機能型居宅介護 花むつみ
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小規模多機能では・・・
通い

（デイサービス）

宿泊

（ショートステイ）

訪問

（訪問介護）

３つのサービスを
ひとつの場所で
ご利用いただけます

なて今員を花頂変でし句 をもラ所飲者者すス者
おいはと、植き喜巻たにレ行参イにみ様様」タ様暑
花ま皆の皆えまばき。ちクい加ブなな同にとッはい
達す様関さをしれ、生なリましがっが士元挨フ元日
の。の係ん行たて本地んエしてててら、気拶に気が
所花日がでい。お格かでーた頂らお、仲をを元に続
へむ課ま協、そり的ら、シ。きにりお良頂し気通い
足つとた力ベの『に作皆ョ 、、ま話くいてよって
をみし一しコ他美作り様ン 地道すさ足て下くてお
運にてつてニで味り、とで 域の。れ湯おさ「頂り
んい、深植アはし、餡一は の駅先たにりりおいま
でら水まえと、い利子緒、 皆に日り入ま、はてす
みしやっ、マ季』用をに５ 様て、とっすスよおが
てたりた利リ節と者包柏月 と盆利毎た。タうり、
下際をと用ーにの様ん餅に 一栽用日りまッごま通
さは毎思者ゴちおかでを端 緒ツ者楽、たフざすい
い、日い様ーな言ら葉作午 にア様しお、もい。の
。綺行まとルん葉もっりの 体ーとい茶利利ま毎利
麗っす職ドでを大ぱま節 操にド場を用用 朝用
。

大きくな～れ!!

端午の節句
盆栽市

一人暮らしの親が
心配・・・でも、家が
遠くてまめに行けない

急な外出・・・
でも、家にひとりで
いてもらうのは心配

通い
泊り

訪問

小規模多機能型居宅介護 花むつみ

0182-55-3318

介護の事で困り事はありませんか？
どんな小さな事でもご相談して下さい。
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特別養護老人ホーム 花むつみ
真人公園へドライブ

十文字道の駅

すい こしれ皆 いる聞わごし すしおくの風
。の れまたさ る事かっ覧た６。ま住つ頃に暑
方 かれりん 花がれたに。月 れまろで心い
と らて、で にあ、なな公３ たいぎす癒日
一 もおソ一 感り車。り園日 りのの。さが
緒 、りフ緒 動ま内新、にに し方間 れ続
に 季まトに させはし昔向、 て同で つい
思 節しクい れん自いをか真 、士は つて
い にたリつ たで然家思わ人 ゆ、、 、お
出 親。ーも りしともいれ公 っま歌 夏り
を し ムと 、た笑沢出る園 たた番 のま
作 ん を違 道。顔山さ道へ り職組 到す
っ で 召っ の公であれ中ド と員を 来が
て 頂 した 駅園溢るた、ラ 過もご を、
い き 上場 でにれ。り外イ ごは覧 し窓
き な が所 のつ、」、にブ ささに みか
た が らで 買く会と「見に れんな じら
い ら れお いと話驚十え行 てでら み入
と 、 た茶 物、もき文るっ お会れ 感る
思 お りを で咲途の字景て ら話た じ涼
い 住 と飲 はい切声も色き れをり るし
ま ま 楽ま 、てれも変をま ま楽、 こい

特別養護老人ホーム 花むつみ

かっぱ寿司にてお食事

外でお茶会

けことでて摘た外 まる転５送の見
れれ、一おま。を たかず月ら方え季
ばかニ緒りれおお 、迷し２れ々づ節
とらコにまる茶散 ６いに０てもらも
思もニおし方を歩 月な行日お、く春
い、コ茶たなゆし ９がっにり季なか
ま皆笑を。どっな 日らてはま節っら
す様い召日、くが にもま、すをて夏
。ののし々ごりら は、いお。感まへ
笑絶上の自楽お 、楽り住 じいと
顔えが生分し茶 季しまま 取り移
をなら活にまを 節くしい らまり
こいれで合れ召 を食たの れし変
れ通たもっるし 肌事。方 なたわ
まりり皆た方上 でを皆の が。り
でと、様楽やが 感さ様ご ら森、
よなお、し、っ じれど要 、通田
りっ話くま中て ててれ望 日りん
多てしつれ庭頂 頂おをに 々のぼ
くおさろ方でき こり召よ のおの
しりれぎをおま うましり 生住水
てまたのさ花し とし上、 活ま面
いすり間れを 、たが回 をいも
。
。
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特別養護老人ホーム 花むつみ

母の日

南部家敷でお食事

特別養護老人ホーム 花むつみ

焼きそばづくり

サンマのなんちゃって甘露煮
◆材料◆
◆数量◆
さんま
1尾
みりん
12ｇ
らっきょう酢
30ｇ
生姜（千切り）
5ｇ
①さんまと調味料、生姜を鍋に入れ火にかける
②落し蓋をし沸騰するまで強火、沸騰後弱火で
４０分ほど煮る

出こまん６おたたれくなの
をれただ月りり、るつっ様 暖
沢か違りはまと台とろて子 か
山らう、、す、所いぎいを く
増も雰外外。皆でつのるお な
やお囲の食 様のも間こ住 り
し住気景に の洗笑でのま 、
てまで色行 心いいお頃い く
いいのをっ 優物声住での つ
きの食見て しややます方 ろ
た方事なき い、歌い。で ぎ
いとをがま 一洗声の ごの
と一楽らし 面濯が方 覧間
思緒しとた に物響は にか
っにん、。 職をい、 なら
て、で花メ 員畳て顔 る見
い楽頂むニ もんいを のえ
ましけつュ 救でま合 がる
すいまみー わ下すわ 日田
。思しとを れさ。せ 課ん
いたは選 てっまら とぼ
。

るも全でみ し～フいおぴはと「り立い
よ「部頂ん た！もたやらいにサ入を食こ
ううのくな 、」おるつ」かかンれ１事ん
頑めおたで おと皿まに、がくマるヵをに
張が皿め一 住みがで「創でごの回月提ち
りっがに緒 まん空様ト作し飯な数に供は
たた空、に いなっ々マ料ょがんを 1 す、
いなっ様焼 のでぽなト理う進ち増回るキ
と～ぽ々き 方喜で料ゼのかみゃや提たッ
思」でなそ 、ん戻理リ「。まっし供めチ
いと戻イば 利でっをーお他すてましにン
ま言っベを 用いて取」かに。甘して、通
すってン作 者まくりならも皆露たいキり
。てくトっ 様する入どの旬さ煮。まッで
頂るなた の。とれ、なのん」やしチす
けこどり 好ま、ておん食もではたン。
るともと きた「いかち材是すりがス私
よを実食 な、食まずゃを非ね不、タた
う目施べ 料嗜べすだっ使ご。動大ッち
な指しる 理好て。けてっ家本人変フは
食してこ を調くキでポた庭当気好が、
事ていと 取査れッなテ「でにナ評持よ
を、まを りでたチくトう作おンにちり
提こす楽 入聞んンおサどっいバつ寄家
供れ。し れきだスやラのてしーきっ庭
でか んた取 タつダきみく１、たに
きら
りり ッに」んてては取献近
、
、
、
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花むつみでは次のような行事等を行いました
3月

4月

3日
17日
25日

ひな祭り
山口様による和笛演奏会
理事会

1日
12日
15日
17日

辞令交付式
五月人形展示
三城由起子様による歌のボランティア
ヤクルト様ハンドマッサージボランティア

5日
23日
29日
27日

5月

2013年（平成25年） 7月10日
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歌のボランティア
三城由起子様

端午の節句
わえの畑 野菜植え付け
地域密着型運営推進会議
理事会

ヤクルト様
ハンドマッサージ

山口様
和笛演奏会

善意 ～ありがとうございます～
3/17 山口様による和笛演奏会が開かれました。
3/25 翔北高校様 介護ボランティアにて来所されました。
4/15 三城由起子様 歌のボランティアにて来所されました。
〃 吉田兵治様
三城由起子様の歌の音響ボランティアにて来所されました。
4/17 ヤクルト様 ハンドマッサージボランティアにて来訪されました。

介護に関する専門的な相談に、ケアマネージャーが対応させていただきます。市内の、どの地域の方もご利用可能です。
ぜひお気軽にご相談下さい。
TEL：0182-55-3315(代表兼介護の相談所)
現在、満床の状態が続いておりますが、お申し込みは随時承っております。
入所に関してのご相談・お申し込み・施設見学等お待ちしておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。
お待ちしております。
TEL：0182-55-3315(代表兼介護の相談所)
0182-55-3317(生活相談員室)
人

工

炭

酸

泉

の足湯を開放しております！みなさま気軽にご利用ください。

足湯の利用開放日・時間等は次のとおりです

利 用 開 放 日：毎週火曜日・金曜日
（土日祝祭日・盆年末年始除く）

花むつみでは
全館入浴設備に
人工炭酸泉を導入
しております。

開 放 時 間 ：9：00～17：00

つぶやき

何か一言といわれ、頭や恥をかく事しか知らないので悩みました････。
ですが、この場を借りて、自分のスタミナ源を紹介したいと思います。この暑い時期、
やはりニンニクです。ラーメンなんかには特にどっさり入れますね。家でもいろんな料
理が夜勤明けや夕飯で出ますが、自分なりにどんな料理にもちょこちょこ入れます。
ニンニクのにおいで孫に怒られる時もあります。
皆様も、これから益々暑くなってきますので、健康第一で頑張っていきましょう！
宿直員

東

猛

