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今年1月から東雲の丘式生涯学習プラットホーム「カルチャーレストラン」が正式オープンになりました！カルチャ
ーレストランとは、自分でパソコンを操作し、様々な講座から楽しく学ぶことができ、パソコンを触ったことがない方
でも一から学ぶ事ができる講座です。
これからの時代、ITがますます重要(必修)になってくると思われます。
この機会
に是非学んでみてはいかがでしょうか？体験受講も出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい！
！
【営業時間】10:00〜19:00（定休日なし）
【場
所】2階カフェ パルミラ内
【講座内容】パソコン初級・中級講座、Word/Excel講座、iPad講座、情報モラル、脳トレくらぶ、
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脳トレ読書、デコクラフト、ペーパークラフト、水彩画、Word絵画、山の幸染め、
ライフケアカラー、デジカメ・写真講座、アルバム作成講座、写真で綴る自分史
講座、大人塾（英語・数学・理科・社会）、旅行会話（英語・中国語）、他30講座以上
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みんなで話して歌って、
踊って笑いましょう！
笑っていますか？
ひとりで家にこもっていませんか？
体、
動かしていますか？
車椅子に座ったままで出来る楽しい体操もありますよ。
住み慣れた自宅でいつまでも暮らしたい。
そんな皆さまの思いを、
東雲の丘は全力でサポートします。
健康チェック・食事・入浴・リハビリ・レクリエーション・季節ごとの楽しい行事を日帰りで楽しんでいただけます。
のんびりゆったりできるふれあいを心がけています。
ショートステイ
（短期入所）
のご利用もお問い合わせ下さい。

【実施地域5市4町】
那覇市・糸満市・豊見城市・浦添市・南城市・八重瀬町・南風原町・与那原町・西原町・他

ிᩏ↝ɯ‒ᣐ⇛∞⇹⇟ʙಅ
高齢者福祉施設のこころ配りを念頭に、
専属管理栄養士による管理された、
安全で美味しい食事を
普通食
キザミ食
流動食
朝食、
昼食、
夕食と毎食1年365日ご自宅へ配達致します。
・朝 食・
・
・430円
（7:15〜8:30）
・昼 食・
・
・550円
（11:15〜12:30）
・夕 食・
・
・550円
（16:15〜17:45）
※ご希望に応じ病状に合わせた食事提供を行っています。
ごはん・
・
・おかゆ、
アチビー、
マンナンライス
（コンニャク入り）
、
低タンパクごはん、
ミキサー食など
おかず・
・
・常食・きざみ食・ミキサー食など ※主な治療食→糖尿病、
腎臓病など

【サービス提供範囲】南城市・南風原町・与那原町・西原町・八重瀬町
※離れて暮らすご家族様にもご安心いただけますよう配達時に安否確認サービスを実施しております。
※南城市食の自立支援事業については、
南城市からの助成があります。
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ؙୠभपमःणुउ਼ਵपऩढथउॉऽघ؛
ভૣක১য೦ฆভमਊ১যभ৶प੦तऎَ৩॑পજपघॊُ॑ৰᄷघॊञीؚ
ਟॊ  াऊै੫भহਚ৳হ॑ກधखथؚऩௌଙपৌૢघ
ॊ৳१شঅ५भఁপ॑ষःؚலহधथधभয়पৱघॊऒध॑৯धखथ৫ਚ
खऽघ؛
खभभी QXUVHU\VFKRRO दमؚऒभহभয়पेॉؚಽभ৳॑ଐः୭भु
धदৰᄷघॊऒधपीভ൴खथःऌञःधઅइथःऽघ؛
 ୃుୃ ؞ుୃ ؞ుر৩  যधୠ  যधऩढथउॉऽघ؛৩मਊ
১যभ৽घॊহपజহघॊऒधऋदघऋؚਊ১যदमரभ఼৷॑खथः
ऽघभद೫ൟऩऎउଢෳऐऎटऔः؛
ऩउؚ৩धखथ఼৷औोथउ॑उऐຘःञৃ়मؚஃਛসधखथਸ਼  াપ
 ؚਸ਼    ऋथ੍ରાधखथ੍ஔऔोऽघ؛
ถखऎमؚखभभी QXUVHU\VFKRRO ᄰ৻ऽदओ৴൪ऎटऔः؛
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統括本部長

上里絹代

★2/1, 2 新規職員園内研修
★2/6, 9, 13 園内研修
★2/11 三虎会東雲公演会（14:00 アクロポリス）
★2/16 レクサークル東雲講演会（14:00 アクロポリス）
★2/28 地域推進会議
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2017.1.17

エミュー農園の宮城さんに、
手作りチーズケーキ（エミュー卵使用）
を子供達が渡しに行きました
すごく喜んでいました。

2017.1.25 しののめ nursery school 散歩のお話 (^^♪
エミューの赤ちゃん誕生〜感動しっぱなし♪

2017.1.11
お母さんの手作り弁当もいいですね。
愛情がこもっています。

しののめナーサリースクール給食タイム♪

žǛಏƠǈƳƕǒǂǕǔپƷӕǓኵǈſŰ

2017.1.3 ( 平田いづみ管理者発信）
小規模多機能・ハナミズキ
島添の丘もちつき大会参加しています。（2 名）
とても上手にもちつきされていました。
「ここは初めて来た。楽しいね。また来ようね。」
とお互い話されていました。

2017.1.17
東雲の丘 小規模多機能型事業所＆グループホーム 1・２号館！！
地域密着型施設運営推進会議開催しました。
児童・民生委員、区長、家族代表の皆さんを交えて
「サービスの質の向上、地域支援」について意見交換しました。
今後共、地域包括ケアシステムの中で地域に開かれた施設としての
役割を担っていきます。良きご指導方宜しくお願い致します。
2017.1.26
デイサービス利用者、南城市大里真境名にお住いの玉城キヨさん！
皇室の美智子皇后が来沖したとき皇后さまを前に最高技術の技を披露した方です。
その時の作品を東雲の丘に寄贈頂きました。
2017.1.23
本日から沖縄県立高等特別支援学校 3 学年：
照屋 慧祐 ( けいゆう ) さんが東雲の丘
デイサービスで就業体験を実施致します。
就業体験期間は 10 日間♪自己目標である
「自信を持って食事介助が出来るようになり
たい！」に向かって頑張れ−−−♪
スタッフ一同応援するぜっ！

初詣

ᛦྸࠖƷɥҾ܇έဃƴǑǔ

2017.1.3（大山雄三ユニットリーダー発信）
アンコールワット２ＡＢ, ショートステイ合同の新年会開催！！

︵伊佐ひとみユニットリーダー発信︶
2017.1.5
カラコルム 階
1 ユ
A ニット本日︑ムーチー作り♪
入居者の皆さん︑上手にタネをサンニンの葉に包まれ︑
新里シゲさんは︑内地出身の川渕栄養士に包み方を
レクチャーされていました︒
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2017.1.5 しののめ nursery school 旧暦の 12 月 8 日がムーチーの日です。
人を食いに来た鬼に、餅を食って見せて退散させるという伝説に基づいた年中行事と言われています。
0 歳児りらんさんも 1 歳児・２歳児に交じってムーチー作り練習中 (^^♪

今年も良い年で

ありますように♪

