
   
 

 

新年あけましておめでとうございます。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします���� 

 

 

 

 

12/24(木)～25(金)の２日間、クリスマス会

を開催しました。昼食はランチＢＯＸとジュー

スのクリスマスメニューをゆっくり食べてい

ただき、午後から職員による「寸劇」を行いま

した。「お腹の皮よじれたワ！」「上手やったよ」

など、ご利用者様からのお声をいただきまし

た。 

コロナ渦の中、外出レクも軒並み中止となっ

た 2020年最後の行事、

大いに楽しんでいただ

きました。 

 

  

 

 

 12/18（金）午後、かえでフロアにてご家族様の

意見交流会を開催しました。２時間ほどでしたが、

ケーキを食べながら楽しい時間を過ごしてくださ

いました。 

 これからは２ヶ月に１回

程度、先着７名様（予約制）

で開催させていただく予定

ですので、よろしければご

参加ください。 

 

 
 

 

 

 

１８(月)  お餅つき大会 

     散髪 

２４(日)～３０（土）  

イベント風呂 

 

 

 

  よつばデイサービスだより 第17 号  

【発行】  デイサービスセンター 四つ葉のクローバー 宇陀市菟田野古市場470番地  

ＴＥＬ 0745-84-2950 ＦＡＸ 0745-84-2686  
 

スマイルカフェ 

１月の予定 

クリスマス会 



   
 

 

 

 

 

 季節外れの暖かさが続き、少し汗ばむような日も

ある１１月でしたね。今年はコロナ対策で、毎年恒例

の紅葉見学も中止せざるを得ませんでしたが、皆様

は送迎の車内から見える紅葉を楽しみながら、デイ

サービスへ来て

くださっていま

した。送迎の途

中、ばったり鹿

の群れに出会え

た朝もありまし

た(*^▽^*) 

 

ある日のかえでのお部屋では、ご利用者様が和や

かにお話しされながら、熱心に制作に取り組まれて

いました。 

 輪つなぎやお花をたくさん作っていただいてお

り、出来上がった作品は、菟田野小学校の卒業式のお

飾りに、使っていただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４(月) 散髪 

１５(火) 散髪 

２４(木) クリスマス会 

２５(金) クリスマス会 

２０（日）～２６（土） イベント風呂 
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１１月のデイの様子 

１２月の予定 

作品のご紹介☆ 

【年末年始のお知らせ】 
デイサービスの 

年末年始のお休みは 

12/30(水)～1/3(日)です。 
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『菊の花畑』は玄関とひばりのお部屋に 

飾らせていただいています♪ 



   
 

 

 

 

10/18(日)と 19(月)に四つ葉大運動会を開催しま

した。運動会弁当に舌つづみを打った後は、運動会の

始まりです。 

今年は「パン食い競争」「玉入れ」「応援合戦」に、 

18日は「綱引き」、19日は「物送り」と盛りだくさん

♪どの競技も、皆様一生懸命されていました。素敵な

笑い声と大きな声援が、ホール内に響き渡っていま

した。 

 来年も盛大な運動会を開催したいと、職員一同改

めて思いました！！また１年後をお楽しみに～😊😊 

 

 

 

インフルエンザの季節が近づいてきました。 

今年はコロナ禍の下、例年以上に注意が必

要になります。次のことに気をつけていただ

き、この冬を元気にお過ごしください。 

○外出後には必ず手洗い・うがいをする。 

○健康なうちに予防接種を受けておく。 

○十分な睡眠をとり規則正しい生活を送る。 

○栄養バランスの良い食事を心がける。 

○部屋の湿度を 50～60％にして、乾燥を防ぐ。 

○できるだけ人混みを避ける。 

また、感染拡大防止のため、皆様には改めてご

協力をお願いいたします。 

〇送迎中の車内では、原則としてマスクのご着

用をお願いいたします。 

〇デイサービスご利用前には、原則としてご自

宅での検温をお願いいたします。37.5℃以上の

熱発がある場合は、ご利用を中止してください。 

〇デイサービスのご利用中に、37.5℃以上の熱

発がある際には、症状の有無に関わらずご利用

を中止し、帰宅していただきます。原則として、

ご家族様のお迎えをお願いいたします。 

当施設においても、引き続き施設内のこまめ

な消毒や換気など、感染予防に努めてまいりま

す。 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

９（月） 散髪 

１０（火） 散髪 

２２(日)～２８(土)  

イベント風呂 

※ ９月と１０月に中止していた散髪ですが、 

１１月は２日にわたり実施させていただきま

す。ご希望の方は、職員までお伝えください。 
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大運動会をしました！！ 

１１月の予定 

感染症にご注意を！ 



   
 

 

 

 

９月２１日は敬老の日でした。当日は敬老御膳を

食べ、ゲームでは皆様の昔の出来事をたくさん聞か

せていただきました。印象に残ったお話をひとつ。 

「ご主人様とはお見合いですか。」「はい。」 

「どこが良かったですか。」「全部！」 

満面の笑顔で答えてくださったのがとても素敵で、

こちらまで幸せをいただきました(*^▽^*) 

 職員のギター演奏で歌を歌い、メッセージ入りの

写真立てをプレゼントさせていただきました。 

 皆様が元気にデイサービスに来て楽しく過ごせる

ように、職員一同力をあわせていきますので、皆様も

いつまでもお元気でいてくださいね！！        

 

 

 

  ご利用者の皆様には、

送迎中の車内でのマスク着

用など、感染予防にご協力

いただき、ありがとうござ

います。 

  当施設では、職員のマ

スク着用により感染予防に

努めてきましたが、併せてフェイスシールドを

着用させていただくことになりました。フェイ

スシールドは、咳やくしゃみの飛沫が目に入る

のを防ぐためのものです。 

  引き続き、皆様のご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

18(日) 運動会      

19(月) 運動会 

25(日)～31(土)  

イベント風呂 

 

※散髪については、９月に引き続き、１０月も 

中止とさせていただきます。大変ご不便をおか

けいたしますが、よろしくお

願いいたします。 
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敬老会をしました フェイスシールド 

１０月の予定 



   
 

 

 

 

８月２０日（木）に「四つ葉のクローバー夏祭り」

を開催しました。ホールではおにぎり、バーベキュ

ー、お好み焼き、かき氷等の屋台が出て、炭火で焼い

たお肉や焼き立てのお好み焼きをほおばり、皆様「美

味しいなぁ」と舌つづみを打っておられました。 

射的や金魚すくいの屋台もあり、「なかなか命中し

ないなぁ」など歓声をあげて楽しまれていました。 

屋台を楽しまれた後は、着物に着替えたご利用者

様が、皆様の前で素敵な演武を披露してくださいま

した。その後の盆踊りでは、皆様で「炭坑節」に合わ

せて手や足を動かしたり、職員と一緒に踊ったりし

ながら、昔の思い出話に花を咲

かせておられました。ホール

は終始笑顔と笑い声でいっ

ぱいになり、とても楽しい

ひとときでした。 

 

 

 

ケアマネさんから１８匹のメダカをいただ

き、かえでルームで大切に育てています。 

  ご利用者様と一緒に朝夕少しずつエサをあ

げ、毎日メダカに癒され

ています(*^▽^*) 

  また、職員の家からはたくさんのスズムシ

を連れてきてもらいました。ホール内のあち

こちから聞こえてくる鳴き声がとても涼しげ

で、少し早い秋の訪れを感じられます♪ 

 

 

 

 

21（月）      敬老会 

20（日）～26（土） イベント風呂 

 

※７月から再開した散髪ですが、コロナウィル

ス感染拡大防止のため、９月は中止とさせてい

ただきます。皆様には大変

ご不便をおかけいたしま

すが、ご理解いただきます

ようお願いいたします。 
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夏まつり 新しい仲間です😊😊 

９月の予定 



   
 

 

 

 

 ７月７日（火）に「四つ葉七夕まつり」を開催しま

した！！お天気はあいにくの大雨でしたが、ホール

にはきれいな天の川が流れていました☆彡 

 レクリエーションでは、「お星様すくい」をしてい 

ただきました。２人１組天の川に流れる星を虫とり

網ですくい、数を競いました。ホールは皆様の楽しそ

うな笑い声に包まれていました。 

来年の七夕は晴れるかな？と

１年後の楽しみが増えた１日で

した☆ 

 

 

 

 

奈良県内でも、新型肺炎の感染者数が増加

しています。 

感染拡大防止のため、皆様には改めて次の

とおりご協力をお願いいたします。 

〇送迎中の車内では、原則としてマスクの

ご着用をお願いいたします。 

〇デイサービスご利用前には、原則として

ご自宅での検温をお願いいたします。

37.5℃以上の熱発がある場合は、ご利用を

中止してください。 

〇デイサービスのご利用中に、37.5℃以上

の熱発がある際には、症状の有無に関わら

ずご利用を中止し、帰宅していただきます。

原則として、ご家族様のお迎えをお願いい

たします。 

当施設においても、引き続き施設内のこま

めな消毒や換気など、感染予防に努めてまい

ります。 

皆様には大変ご不便をおかけいたします

が、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

１１(火) 散髪 

２０(木)  夏祭り 

２３(木)～２９(土) イベント風呂 
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七夕まつり 

８月の予定 

新型肺炎に伴うお願い 

↑かえでご利用者様の「ちぎり絵」です���� 



 

梅雨入り前の６月９日、かえでのご利用者様

と一緒に、ミニトマトの苗を植えました。ご利用

者の方々と水やりを続けて、夏の太陽の日差し

をたっぷり浴びた、おいしいトマトができる日

を楽しみにしています…♪ 

 

 

 

 こちらもかえでのお部屋です。 

 ご利用者様と一緒に、卵焼きを作りました♪ 

 

  ６月２１日は父の日でした。 

母の日には、女性のご利用者様にカーネ

ーションのお花をプレゼントさせていただ

きましたが、今回は男性のご利用者様に、ひ

まわりのお花をプレゼントさせていただき

ました。 

  皆様いつまでもお元気でお過ごしいただ

きたいと思っております(*´∀`*) 

 

 

  今年の夏は、マスクを着用する機会も多

く、熱中症のリスクが例年よりもさらに高く

なります。 

  のどが渇いていなくても、こまめに水分

補給をするようにしてください。 

気温・湿度が高いときは、とくに注意する

ようにしてくださいね。 

 

 

 

７（火） 七夕行事 

13（月） 散髪 

25（土）～３１（金） 

      イベント風呂 
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トマトを植えました 

７月の予定 

父の日 

卵焼きづくり 

熱中症にご注意を！ 



   
 

 

 

 

５月に入り、一般型のデイサービスでは、ご利用者

様方が布マスクを丁寧に手縫いしてくださいまし

た。また、ご利用者様がお家で手作りしたかわいいマ

スクを職員に届けてくださるという嬉しい出来事も

ありました。 

マスクが不足している中、皆様方の温かいお気持

ちに心から感謝申し上げます(*^▽^*) 

 

 

 認知症対応型のデイサービスでは、爽やかな青空

の下、お外でランチを楽しんでいただくイベントを

しました。 何かと不安や心配事の多い日々ではあ

りますが、楽しい時間を過ごせるように盛り上げて

いきたいと思います。 

 

 

緊急事態宣言が解除され、徐々に元の日常生活へ

戻っていくことかと思いますが、もうしばらくのあ

いだ、送迎中の車内でのマスクのご着用、熱発時のご

利用中止にご協力をお願いいたします。 

 当施設においても、引き続き施設内のこまめな消

毒や距離を置いたテーブル配置など、感染予防に努

めてまいります。 

 

 

 

 ５月２８日に、おもちつきをしました。もち米

が思ったように蒸せないというトラブルもあり

ましたが、ご利用者の皆様の知恵をお借りして、

よもぎたっぷりの草餅が出来上がり、おやつに

いただくことができました。 

みなさん生き生きと、手際よくお手伝いしてく

ださり、普段とは違う一面を拝見できて、とても

嬉しく感じました。 

 

 

１５（月） 散髪 

１６（火） 散髪 

２１（日） 父の日イベント 

２１（日）～２７（土） イベント風呂 

※３月から５月まで中止とさせていただいてお

りました散髪は、６月から再開

させていただきます。６月は上

記の２日間で行います。ご希望

の方は、職員までお声掛けをお

願いいたします。 
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手作りマスク 

  

６月の予定 

お外でランチ 

おもちつき 

お願い 



   
 

 

 

 

 春まつりを開催しました。お花紙で作った桜の花

を、みなさんで咲かせていただきました。満開に近づ

いてくると「きれいね」と自然と笑顔があふれていま

した。 

 屋台も出て、職員手作りのたこ焼きのおいしそう

なにおいがしてくると、「早く食べたい」との声が 

(*^▽^*)  

満開の桜を見ながらのたこ焼きの味は、格別でし 

た♪ 

 

 

 

最近は、おうちで過ごすことが多い毎日が続

きますね。おうちでの時間を少しでも楽しんで

いただけたら…と思い、楽しいなぞなぞを３つ

ご用意しました☆ 

どうぞおうちでじっくりチャレンジなさって

みてください���� 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５（月）～３１（日） イベント風呂 

 

※散髪については、新型肺炎の影響

により３月、４月と中止させていた

だきました。 

『５月の散髪』についても、流行

の状況を見て、感染のおそれがないと判断でき

次第、お知らせさせていただきます。 
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５月の予定 

春まつり なぞなぞにチャレンジ☆ 

 

 

 

 

いつでも近くにある 

食べ物はなーんだ？ 
 

食べると安心するケーキはなーんだ？ 

 人を命令口調でいつも呼ぶ、 

えらそうな魚はなーんだ？ 
 

 なぞなぞの答えは、スタッフまで 

お聞きになってくださいね！！ 



   
 

 

 

 

 

 ３月３日（火）、ひなまつりの気分を味わっていた

だこうと、ひな人形を飾りイベントを行いました。 

職員と一緒に、どら焼きを作っていただきました。 

 女性のご利用者様には、材料を混ぜ、ホットプレー

トで生地を焼いていただきました。 

 男性のご利用者様には、あんこを丸め、生地にはさ

んでいただいて、どら焼きが出来上がりました♪ 

 皆様、「美味しい�����」とお話しされながら、笑顔で

召し上がられました。 

 

 

 

 先日から、おたよりでもお知らせさせていた

だいておりますが、新型肺炎の流行がおさまる

まで、次のとおりご協力をお願いいたします。 

〇デイサービスご利用前には、原則としてご自

宅での検温をお願いいたします。37.5℃以上の

熱発がある場合は、利用を中止してください。 

〇デイサービスのご利用中に、37.5℃以上の熱

発がある際には、利用を中止し、帰宅していただ

きます。原則として、ご家族様のお迎えをお願い

いたします。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

１９（日）～２５（土） イベント風呂 

 

�����毎月の「お話玉手箱」と「尺八」ですが、新

型肺炎の流行がおさまるまで、当面中止とさせ

いただきます。 

�����散髪についても、新型肺炎の影響により３月

に予定していた日程を中止させていただきまし

た。『４月の散髪』についても、流行の状況を見

て、感染のおそれがないと判断でき次第、お知ら

せさせていただきます。 

�����毎年行っている『お花見』ですが、今年は新

型肺炎の影響により、中止とさせていただきま

す。楽しみにしていただいていた皆様には、大変

申し訳ありません。 

その代わりに、少しで

もお花見の雰囲気を味わ

っていただこうと、四つ

葉デイサービス内に、手

作りのしだれ桜を咲かせ

ました。楽しんでくださ

いね(*^▽^*) 
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４月の予定 

新型肺炎に伴うお願い 
ひなまつり 



   
 

  2/3(月)と 2/4(火)は、節分の豆まきをしまし

た。突然現れた赤鬼と青鬼に、「鬼は外！！福は

内！！」とみんなで豆をまき、盛り上がりまし

た。もうすぐ春ですね(*^▽^*) 

 
 
 お風呂のご案内までの待ち時間に、計算や間
違い探し、塗り絵など、お好きなことをしてお過
ごしいただいています。 
素敵な作品がたくさんあるのですが、今回は

この２作品をご紹介させていただきます���� 
 
↓90代男性・M様 絵画   ↓80代男性・O様  

 『百日紅（さるすべり）』   塗り絵 『松江城』 

これからも素敵な作品を 

たくさん作ってくださいね♪ 

 

 

 

 連日のニュースを聞くたび、１日でも早く新

型コロナウイルスの感染が収まるようにと願う

ばかりです。 

すべての年齢の方々が新型コロナウイルスに

感染する可能性がありますが、通常の肺炎など

と同様に、高齢者や基礎疾患のある方のリスク

が高くなるようです。 

まずは、石けんやアルコール消毒液などによ

る手洗いを行ってください。咳などの症状があ

る方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手

で触ったドアノブなどにウイルスが付着し、そ

れらを介して他者に病気をうつす可能性があり

ますので、咳エチケットを行ってください。咳エ

チケットとは、感染症を他者に感染させないた

めに、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシ

ュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や

鼻をおさえることです。 

 

 

３(火)   ひなまつり  

10(火)   散髪 

22(日） 

～28(土) イベント風呂 

  よつばデイサービスだより 第７号  

【発行】  デイサービスセンター 四つ葉のクローバー 宇陀市菟田野古市場470番地  

ＴＥＬ 0745-84-2950 ＦＡＸ 0745-84-2686  
 

３月の予定 

豆まきをしました 

 

新型肺炎の予防について 

作品のご紹介☆彡 



   
 

 
今年も１年よろしくお願いいたします。 

今年も皆様にとって素晴らしい１年になります

ようにお祈りいたします(*^▽^*) 

１月８日（金）はおもちつき大会をしました。 

まず始めに、おひとりずつ泉尾神社へお参り

いただき、今年の目標を聞かせていただきまし

た。おみくじをひいていただいた後は、いよい

よおもちつきのスタートです。「よいしょ、よい

しょ」の掛け声に合わせて、ぺったん、ぺった

ん…ご利用者様にもお手伝いいただいて、美味

しいおもちができあがりました����� 

 １月２４日（金）から２６(日)までの３日間、

鍋パーティーをしました。２４日は「寄せ鍋」、 

２５日は「石狩鍋」、２６日は「つみれ鍋」を楽し

んでいただきました。職員と共に会話を楽しみな

がら鍋をつつきあい、大いに盛り上がった鍋パー

ティーでした。 

 

 

 

３(月) 散髪・豆まき  

４(火) 豆まき 

23（日）～29（土）イベント風呂 
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２月の予定 

鍋パーティー おもちつき大会 
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