
                               

  

    

 

一日の始まりはこころのキャッチボールから！ 
NPO 法人つどい場みち 
理事長  浦田 美智子 

 
ご利用者と家族の皆様が共につどい、普段のデイサービスとちがう夏のひとときを楽しんでいただけれ

ば・・・と企画した職員手作りの夏祭りを、7 月 25 日盛大に実施することができました。焼きそばやたこ

焼き・から揚げ等を食べながらビールを飲みほしお話が弾む方々、ヨーヨー釣りに歓声が上がり、「綿菓子

は初めて」とニッコリ。最後のプログラム、ビンゴの豪華な(?)景品に満足そうなお顔等々。送迎車の中で

は口々に「今日はめちゃくちゃ楽しかったわー!!」の嬉しいメッセージをいただき、疲れが吹っ飛んだ私

達でした。ご協力いただきました皆様に心から感謝申し上げます。 
 

 さて、今回は毎朝の体操での会話のひとこまをご紹介させていただきます。 
その 1、一人住まいの男性 T さん。先日、「食事を作らんでいいからとてもらくになる」と、ある高齢者施

設への入居を検討し見学に行かれたのですが、「施設の入居者はみんな活気がない。ずっと職員がついてま

わって動かんように動かんように、しゃべらんようにしゃべらんようにしている。事故ばっかり気にして

老人を閉じ込めているような感じがした。自分はまだ元気や。1 人でできる間は 1 人で暮らそうと思っ

た」・・・・と。   
如何でしようか。活気のある施設も勿論いっぱいありましょうが、考えさせられます。 
「そうですねー。お迎えがくるその日まで元気でおれるよう頑張りましょうね!」という話になりました。 
 

その 2、いつも背筋が伸びてとても姿勢がいい Y さん。「一人住まいなのでいつも緊張して生活している。

背中を伸ばして生活することをいつも意識しています。たとえば台所に立っている時でも、シルバーカー

を押しているときでも、背中をまっすぐにするように意識して伸ばしているのですよ。」・・・・と。  
すばらしいですねー。だから Y さんはいつも清々しいのでしょうね。 
「意識するというのは本当に大事ですね。体を動かすときでも、脳リハビリをしているときでも何とな

くするのと意識して行動するのとでは全然効果が違いますよねー」という話になりました。 
 

その 3、脳梗塞の後遺症で麻痺が少しある N さん。「自分は体が思うように動かへん。出来へんことや頭

が悪いのは病気のせいだとあきらめている。」・・・と。 
その後、利用者の皆さんと話しているうちに、「病気のせいにしてだから仕方がないという方がらくだか

ら、結局私は逃げているんやねー。」という気付きを得られたようです。 
  
みんなで円陣を組んで朝の体操が始まるのですが、いつも皆さんからのいろんな思いやお話から始まり、

その場にいらっしゃる皆さんで一緒に考えたり、悩みを共有したり・・・。「ここは何でも話せるから本当

にいいわ」とまずは心の体操をして、その後、脳や体・口腔等のリハビリ体操が始まる毎日です。本当に

あったかいステキな方々でいっぱいのつどい場みちは最高です。 
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 現在の目標は一日 5000 歩！  

デイサービス利用者  松浦 光政さん 
 

 本年 1 月 31 日、自宅階段より落下し、入院 40 日全治 6 か月の重傷 
でした。退院後も寝たきりで途方にくれる毎日でした。そんな時、息子 
の捜してくれたデイサービスつどい場みちを利用させていただくことに 
なりました。来てみてびっくり。棒体操、ストレッチ、口腔体操、脳リハ 
ビリ、どれも人様より劣っている事に気付きました。先生の指導の下、 
訓練が始まりました。当然、出来る方出来ない方もおられます。 
様々ですが、先生は、出来る方には厳しく、出来ない方には優しく指導 
くださいます。その気配りはすごいなと思って見ています。言うは易し 
なかなか出来る事ではありません。すごい人だ。当然会場は心が一つになってとても楽しい毎日です。こ

れなら私も続きそうだと喜んでいます。脳も体も使わないと劣ってくるものですね。真剣に取り組めばボ

ケル事はないでしょうね。ちなみに、現在の私は 5000 歩を目標に歩いています。最初は少し歩くと腰が

痛くなり休んだり歩いたりで大変でしたけれど、今はいくらでも歩けるまでに回復してきました。寝たき

りだった時の事を思えば夢のような気持ちです。先生はじめ職員の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

本当に有難うございました。これからも歩く事の大切さを胸に一歩一歩頑張りたいと思っています。ここ

にお世話になって本当に良かったと思っています。 
 

 
   
   
   
企企企業業業秘秘秘密密密！！！ののの    朝朝朝のののリリリハハハビビビリリリ体体体操操操ののの様様様子子子をををごごご紹紹紹介介介♪♪♪    
   
ホントは、なんにも秘密などありません！上でご紹介させて頂いた松浦さんもおっしゃられたように 
個人の各々のできる範囲で少しだけ頑張っているだけです。その『少しだけ』をお互いに励ましあい 
ながら笑顔で明るく取組める雰囲気が「つどい場みち」にはあるのではないかと思っています。 
ご利用者の参加なさる週○日を、その方の可能な負荷で、楽しみながら頑張るうちに、その方の体は 
間違いなくリフレッシュされ元気になっていかれる。これからも一緒に元気になりましょうね♪ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午前中は毎日全利用者で円になってストレッチや棒体操を中心（特に

四肢）に血流アップ、筋力アップ、バランス力アップを図ります。 
 
口腔体操は、皆で大きな声を出したり舌を動かしたり、あめんぼの歌

を唱えたり、嚥下能力改善と脳開発に非常に役立ちます。�

脳機能訓練は、TV でもしばしば特集されている「らくしゅう式脳機

能訓練」を取り入れています。認知症の予防・改善に効果があります。

リハビリを頑張っているうちに台所からイイにおいが。。。�

さあ、おいしいお昼御飯を食べましょ～♪�



大きな声を出しましょう！ 
つどい場みち川西 管理者 浦田克弘 

 

  五月から、ＴさんとＮさんが新しく来られるようになりました。Ｔさんは、奥様を亡くされてから

10 年間、横着して体が思うように動かなくなった方です。当初、身体はガチカチに堅く、ほとんど前屈で

きませんでしたが、機能訓練を続け、座位で足先を手で触れるようになりました。他にも、腕がしっかり

伸びるようになったり、動かなかった首が回り始めました！身体が動いて気持ちが良いのか、いつもニコ

ニコされ、他の利用者さんから、七福神の布袋さんのようやわ！と言われ、場をなごまして頂いています。 

 Ｎさんは元々明るい方なのですが、ご病気以降、いろんな悩みや不安を抱えながら過ごされていました。

来所されるようになり、周りの利用者さんとスッと打ち解け、世間話に加えて悩みや不安話を皆の前で話

され、前向きになれたわ！と機能訓練・脳機能訓練に取り組んでおられます。6 月からは職員に A さんが

加わり、更に話に花が咲きます。デイではいろんな話が飛び交います。みんなで感心しあったり、共感し

あったり、褒めあったり、笑いあったり。大きな声を出して、口腔体操！ストレス発散！暑さに負けず、

頑張りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
♪♪♪    こここんんんなななスススタタタッッッフフフででで頑頑頑張張張っっってててまままーーーすすす    ♪♪♪   のののコココーーーナナナーーー   ＮＮＮＯＯＯ．．．555   

すばらしい出会い !      介護職  松田 時子 
 
つどい場みちに、お世話になるきっかけは、それは浦田理事長に出逢って 
からの事でした。私も色々な出逢いがありましたが、常に前向きやさしい、 
いつも変わらぬ笑顔、年老いた方々への悩み苦しみを、共に泣き共に笑い 
共に喜んで接される姿に今までにない感動を覚えました。 
少しでもお役に立ちたい、そして利用者の方々に同じ想いで接して介護とい 
う仕事の大切さを学んでいきたいと思い、頑張っていきます。 
やさしい利用者の方々、スタッフのアドバイスに助けて頂きながら成長していきたい私です。 
 

   

しっかり身体を捻りましょう！ 能のお面を見せて下さいました 前屈、苦しい～(^^) 

ブレイクタイム♪ 
こんなに高く投げれるようになった！ 

私も負けないわ！ 



おおお散散散歩歩歩、、、おおお誕誕誕生生生会会会、、、七七七夕夕夕、、、夏夏夏祭祭祭りりり。。。。。。。。。   
  
       さてさて、今回も 3 ヶ月分、盛りだくさんです！ 
 農業公園、荒牧バラ公園にお散歩行きました！ 
  この頃はまだまだ寒かったですね！ 
  みなさんとっても厚着をしてらっしゃいます！ 
 五月は寒かったのを思い出しました。 
 バラも綺麗ですが皆様の笑顔もとっても素敵です！ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お誕生日会！（6 月・7 月） 
今回は三木さんと谷山さんがお誕生日でした。当日参加の皆さんでケーキを手作りです。フルーツも盛りだくさん！ 
お誕生日プレゼントもスタッフの手作りですよ！気持ち新たにまたいい一年にしましょうね♪私たちも心から嬉しいな！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 レクではストラップを作りましたよ！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これはすごいでしょう！皆さん本当に器用ですねえ！びっくり!!! 男性が作ったのは奥さんにプレゼントですか？ 
 
母の日のカーネーション ＆ 七夕に願いを・・・ 
  
                                   （左） 
                          奥様にプレゼント！ 
                          或いは自分へご褒美！ 
 
                          （右） 
                          短冊に願いを・・・ 
                          「皆が穏やかに過ごせますように！」 
                          多くの方が大きな願いを書かれて 
                          いました。温かいこころが素敵だと 
                          思います。 
        私たちも皆さま、ご家族、そして、世界が笑顔になりますように心より祈念しています！   
 
 
 



                                                                             

                        夏夏夏祭祭祭りりり 222000111333        7 月 25 日(木) 16：00 ～ 於 治田寺境内 

  昨年に引続き、第二回夏祭りです。 治田寺の屋根の下の駐車場を綺麗に掃除して、色風船と画用紙で

みんなで手作りした提灯を飾り付けて、綿菓子製造機やたこ焼き・から揚げ・ポテト・焼きそばのコンロ

たちを設置、ヨーヨー釣りのプールも準備ができました！机に椅子をならべて準備完了♪ 食材の準備（切

ったりタッパーに詰めたり）もみんなが力を合わせてして下さいました。さて夏祭りの始まり始まり!!! 
 
                                  始まりの時間はまだまだ暑かった 
                                んですけど、そのお陰で(？) 
                                ビールが美味しかったかも知れま 
                                せん(笑）飲める方は美味しそうに 
                                飲んでらっしゃいました♪ 
                                もちろん冷たい麦茶も最高です!! 
 
 
焼き場 男 3 人衆。 
暑さなどには負けません！ 
たこ焼き焼けてますよ～♪ 
ちなみに私たち、冬には 
サンタとトナカイだったような。。。 
皆さん美味しかったですか？ 
                                       綿菓子は自分で 
                                         クルクルと♪  
 
                            ヨーヨー釣りも童心に返って。。。 
                            「こよりが強すぎるねぇ。簡単すぎる 
                            わよ。来年は少し弱くしないとね。」 
                            はい、了解しました。ｍ(_ _)ｍ 
                            （でも実は子供は大喜び･･･（笑）） 
 
いっぱいお喋りしてお腹も膨れたら 
最後はビンゴ大会!!（スタッフも参加） 

今年も景品がいっぱいありました。 
一番乗りで『ビンゴ!!』は、中山さん 
の弟さまでした♪景品を選んでくだ 
さいね♪ 
 
 
               まだまだ楽しい写真はたっくさんありますが、紙面の都合でもう少し 
               だけ。。。  
                                         さらにオマケ。 
 
 
 

 
                           皆さま、暑い中本当にありがとうござい 
                           ました。 
                           次の大イベントは秋の遠足ですよ～ 
                           また一緒に楽しみましょうね♪  



年末年始を除き毎日、日中・夜のサービスご提供へ！  
宿泊は 1 泊 2 食付で、要介護者 2500 円 

 これまでの月~金曜日営業を今後は土日も休まず営業いたします。介護保険外サービスとしての 

宿泊サービスも、曜日の制限や期間の制限を気にすることなくご利用いただけます。 

ご家庭の様々なご都合や、緊急時の対応、退院後のケアのために、気軽に声をかけてくださいね。 

 

デイサービスつどい場みちの HP（ホームページ）リニューアル!! 

http://www.kaigo-michi.com/ 
サービス案内、施設案内、料金表、スタッフ紹介等、今までの HP よりも見やすくなりました。 

少しの未完成部分はありますが、近日中にすべて完成させる予定です。ご利用者の皆様はもち

ろん、各関係機関の方も是非 HP にお立ち寄りくださいませ♪ 

居宅、デイ川西は旧 HP から。  http://www.npo-michi.jp/ 
 

  自治体でも高い評価を得ている「らくしゅう式 機能訓練」を導入しています。 
 
 

 「脳の元気」が「カラダの元気」につながる!    
脳が衰えている高齢者は意欲も衰えています。 
「らくしゅう式」では、まずは脳を元気にして、意欲を回復。 
 
日常生活において より多くの「動き」を引き出すことで 
「カラダ」の元気につなげていきます。 

 
実際、自治体の介護予防教室で「らくしゅう式」を受講した 
ひとの９３％が「日頃の行動が良くなった」と回答しています。 
 
①官公庁の介護予防教室における確かな改善実績 

◎受講者群 ：平均 78.6 歳の高齢者。15 名 

◎受講期間 ：３ヶ月間で計 10 回受講（1 回約 1.5ｈ）。 

◎取組み成果：ＭＭＳＥ（脳全体のはたらきを測る世界標準のテスト） 

       の得点が平均 26,4 点→29.6 点とほぼ満点近くまで改善。 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ご見学、大歓迎！ 事前にお電話にてご連絡をお願い致します。

（平成 20 年千代田区の介護予防教室における実績）

「らくしゅう式」の 
受講者群（平均 78.6 歳） 

26.4  

29.6 

＜認知機能テストＭＭＳＥ得点推移＞

取組み前 
25

30 点 
満点 

3ヵ月後

ｐ<0.05、n=15


