
あっといーず新聞 

ああああっっっっといといといといーーーーずずずず新聞新聞新聞新聞((((新刊新刊新刊新刊))))    Vol.1Vol.1Vol.1Vol.1 
 

日頃より、あっといーずに多大なご理解、ご協力賜り誠にありがとうござい

ます。代表の落合良晴です。 

私自身、施設やデイサービスの職員として働いていた際に抱いていた、

より細かい心遣いを提供したいと、熱い想いで妻と二人で始めました『あ

っといーず』も、早いもので来年で 10 年を迎えることになります。 

今後も、地域に根差した小規模事業所精神を忘れず、職員と共にご利

用者様第一のサービスを提供させて頂きます。 

代 表 落 合 良 晴 

平素は、格別なるお引き立てを賜り心より感謝致します。 

弊社では、マナーも重視しております。社会人としてのマナーを身に付け、介護技術の向上

と共に成長していけるよう努めて参ります。よろしくお願い申し上げます。 

総務部長 星 沢 真 希 美 

平素より、あっといーずをご利用いただき、誠にありがとうございます。事務長の落合です。 

毎日、事務関係と職員教育に奮闘しています。 

職員には、「大切な人を入所させられる施設ですか？」をコンセプトに、介護職である前に社

会人として、人として成長してほしいと話しています。 

事務長 落 合 憲 子 
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あっといーず新聞 

家庭的小規模家庭的小規模家庭的小規模家庭的小規模デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス    ああああっっっっといといといといーーーーずずずず更埴更埴更埴更埴    

グループホームグループホームグループホームグループホーム    ああああっっっっといといといといーーーーずずずずホームホームホームホーム    

ああああっっっっといといといといーーーーずずずずホームホームホームホーム    デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス    

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所    ああああっっっっといといといといーーーーずずずずホームホームホームホーム 

〒386-0027 上田市常磐城６－１－２０ ＴＥＬ.０２６８－２９－００９６ 

宅老所宅老所宅老所宅老所    ああああっっっっといといといといーーーーずずずず上田上田上田上田    

㈲アットイーズは、３ヵ所を拠点に５事業所があります。

〒387-0021 更埴市稲荷山１９９３－３ ＴＥＬ.０２６－２７３－９４７４ 

〒389-0806 千曲市磯辺１７０－２ ＴＥＬ.０２６－２６１－４１７７ 

特徴 

住宅街にあり、とても静かで穏やかな環境です。 

入浴も広々とした檜風呂で、ゆったりと入れます。 

職員は、利用者様を第一に考え、野菜中心の食事を作っており

ます。 

職員一同、皆、明るく情熱を持って頑張っています。 

泣きたいくらいつらい時 

笑ってみせる人が好き 

ニンゲンってスゴイね♪ 

特徴 

｢利用者様も御家族も笑顔でいられるケアー｣をモットーにし

ています。 

玄関に入って来ると、皆が声を掛け、清潔感があり、あったか

～い感じがします。 

利用者様を含め一緒に楽しく過ごしています。 

女性ばかりのスタッフで、食事も美味しく、年齢も若く(笑い)、

美人で？ 

チームワークの良い更埴です。 

特徴 

立地は、自然豊かで、山々が近く、四季を身近に感じられる所

です。 

夏には、駐車場からの花火が絶景です。  

南側には、畑があり、旬の野菜を利用者様と一緒に育て、収穫

しています。  

室内は、個室で、床暖房付きで、ゆったりと快適な空間です。

個性豊かなスタッフが揃っています!! 

ＴＥＬ.０２６－２７６－５１７６ 
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あっといーず新聞 

宅老所宅老所宅老所宅老所    ああああっっっっといといといといーーーーずずずず上田上田上田上田    

ススススススススタタタタタタタタッッッッッッッッフフフフフフフフよよよよよよよよりりりりりりりりひひひひひひひひととととととととこここここここことととととととと        

元気だけが取り柄の私です。元気だけが取り柄の私です。元気だけが取り柄の私です。元気だけが取り柄の私です。    

こんな私ですが、今後とも、宜しくお願い致します。こんな私ですが、今後とも、宜しくお願い致します。こんな私ですが、今後とも、宜しくお願い致します。こんな私ですが、今後とも、宜しくお願い致します。    

田中 

体力だけは自信があります。体力だけは自信があります。体力だけは自信があります。体力だけは自信があります。    

遠山 

最年長ですが頑張って行きたいと思います。最年長ですが頑張って行きたいと思います。最年長ですが頑張って行きたいと思います。最年長ですが頑張って行きたいと思います。    

荻原 

笑顔第一、がんばってます。笑顔第一、がんばってます。笑顔第一、がんばってます。笑顔第一、がんばってます。    

内山 

ご利用者様と一期一会を大切に、お一人お一人に誠ご利用者様と一期一会を大切に、お一人お一人に誠ご利用者様と一期一会を大切に、お一人お一人に誠ご利用者様と一期一会を大切に、お一人お一人に誠

意をもって対応にあたり、楽しい思い出作りと共に人生意をもって対応にあたり、楽しい思い出作りと共に人生意をもって対応にあたり、楽しい思い出作りと共に人生意をもって対応にあたり、楽しい思い出作りと共に人生

を歩んで行きたいと思います。を歩んで行きたいと思います。を歩んで行きたいと思います。を歩んで行きたいと思います。    

吉池 

心のこ心のこ心のこ心のこもったもったもったもった、、、、手作りの美味しい食事とおやつ手作りの美味しい食事とおやつ手作りの美味しい食事とおやつ手作りの美味しい食事とおやつををををご用意ご用意ご用意ご用意

致します。心よりお待ち申し上げます。致します。心よりお待ち申し上げます。致します。心よりお待ち申し上げます。致します。心よりお待ち申し上げます。    

藤森 

笑顔をモットーに頑張ってます。笑顔をモットーに頑張ってます。笑顔をモットーに頑張ってます。笑顔をモットーに頑張ってます。    

清水 

新人です新人です新人です新人です!!!!!!!!毎日笑顔で頑張ります。毎日笑顔で頑張ります。毎日笑顔で頑張ります。毎日笑顔で頑張ります。    

尾崎 

行事（４月～８月） 

４月 お花見 

    近所の常磐城会館に出掛けま近所の常磐城会館に出掛けま近所の常磐城会館に出掛けま近所の常磐城会館に出掛けましたしたしたした。。。。        

５月 節句 

    貼り絵の貼り絵の貼り絵の貼り絵のこいのぼりこいのぼりこいのぼりこいのぼりをををを作り飾りま作り飾りま作り飾りま作り飾りましたしたしたした。。。。    

６月 おやき作り 

ご利用者様方とスタッフで一緒に作り、皆でご利用者様方とスタッフで一緒に作り、皆でご利用者様方とスタッフで一緒に作り、皆でご利用者様方とスタッフで一緒に作り、皆で

頂きます。頂きます。頂きます。頂きます。    

７月 アイスクリームツアー 

    アイスクリームを食べに出掛けます。アイスクリームを食べに出掛けます。アイスクリームを食べに出掛けます。アイスクリームを食べに出掛けます。    

８月 七夕祭り 

ご利用者様ご利用者様ご利用者様ご利用者様方方方方とスタッフで一緒に七夕作りをとスタッフで一緒に七夕作りをとスタッフで一緒に七夕作りをとスタッフで一緒に七夕作りを

して、お願い事を飾ります。して、お願い事を飾ります。して、お願い事を飾ります。して、お願い事を飾ります。    

- 3 - 



あっといーず新聞 

グループホームグループホームグループホームグループホーム    ああああっっっっといといといといーーーーずずずずホームホームホームホーム    

ススススススススタタタタタタタタッッッッッッッッフフフフフフフフよよよよよよよよりりりりりりりりひひひひひひひひととととととととこここここここことととととととと        

利用者様と共に、元気で笑って過ごせる事を大切利用者様と共に、元気で笑って過ごせる事を大切利用者様と共に、元気で笑って過ごせる事を大切利用者様と共に、元気で笑って過ごせる事を大切

に、これからも頑張ります。に、これからも頑張ります。に、これからも頑張ります。に、これからも頑張ります。    

内山 

優しいパパです。優しいパパです。優しいパパです。優しいパパです。    

藤澤 

まずは、自分が楽しくまずは、自分が楽しくまずは、自分が楽しくまずは、自分が楽しく!!!!!!!!そして、“笑顔と笑い声”であそして、“笑顔と笑い声”であそして、“笑顔と笑い声”であそして、“笑顔と笑い声”であ

ふれるホームになる様に、頑張りたいです。ふれるホームになる様に、頑張りたいです。ふれるホームになる様に、頑張りたいです。ふれるホームになる様に、頑張りたいです。    

寺澤    

利用者様との毎日の出会いに感謝です。利用者様との毎日の出会いに感謝です。利用者様との毎日の出会いに感謝です。利用者様との毎日の出会いに感謝です。    

小林 

大きな笑い声と、前向きさが取り柄大きな笑い声と、前向きさが取り柄大きな笑い声と、前向きさが取り柄大きな笑い声と、前向きさが取り柄!!!!？です。？です。？です。？です。    

藤原 

１階の夜勤のみの勤１階の夜勤のみの勤１階の夜勤のみの勤１階の夜勤のみの勤務で、ご家族の皆様にお目にか務で、ご家族の皆様にお目にか務で、ご家族の皆様にお目にか務で、ご家族の皆様にお目にか

かるかるかるかる機会機会機会機会は少ないので、知らない方もいると思いますは少ないので、知らない方もいると思いますは少ないので、知らない方もいると思いますは少ないので、知らない方もいると思います

が、宜しくお願いします。が、宜しくお願いします。が、宜しくお願いします。が、宜しくお願いします。    

竹花 

人と人との出会いを大切にして行きたいです。人と人との出会いを大切にして行きたいです。人と人との出会いを大切にして行きたいです。人と人との出会いを大切にして行きたいです。    

岡田 

 

利用者様と利用者様と利用者様と利用者様と、、、、楽しく楽しく楽しく楽しく明るい日々を過ごしていきたいで明るい日々を過ごしていきたいで明るい日々を過ごしていきたいで明るい日々を過ごしていきたいで

す。す。す。す。    

古山 

利用者様と、いつも楽しく、そして笑い顔が多くなる時利用者様と、いつも楽しく、そして笑い顔が多くなる時利用者様と、いつも楽しく、そして笑い顔が多くなる時利用者様と、いつも楽しく、そして笑い顔が多くなる時

間を作りた間を作りた間を作りた間を作りたいと思います。いと思います。いと思います。いと思います。    

中山 

利用者様も、スタッフも楽しく！穏やかに！普通に！利用者様も、スタッフも楽しく！穏やかに！普通に！利用者様も、スタッフも楽しく！穏やかに！普通に！利用者様も、スタッフも楽しく！穏やかに！普通に！

宜しくお願いします。宜しくお願いします。宜しくお願いします。宜しくお願いします。    

茂手木 

毎日を楽しく利用者様と過ごしています。これからも毎日を楽しく利用者様と過ごしています。これからも毎日を楽しく利用者様と過ごしています。これからも毎日を楽しく利用者様と過ごしています。これからも

気合いで頑張ります。気合いで頑張ります。気合いで頑張ります。気合いで頑張ります。    

西沢 

毎日、一日一日大切に利用者様と生活して行きたい毎日、一日一日大切に利用者様と生活して行きたい毎日、一日一日大切に利用者様と生活して行きたい毎日、一日一日大切に利用者様と生活して行きたい

です。です。です。です。    

柏木 
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あっといーず新聞 

 

ススススススススタタタタタタタタッッッッッッッッフフフフフフフフよよよよよよよよりりりりりりりりひひひひひひひひととととととととこここここここことととととととと        

日々勉強の毎日です。確実に自分のものになるよう日々勉強の毎日です。確実に自分のものになるよう日々勉強の毎日です。確実に自分のものになるよう日々勉強の毎日です。確実に自分のものになるよう

に、頑張りたいと思っております。に、頑張りたいと思っております。に、頑張りたいと思っております。に、頑張りたいと思っております。    

上村 

自分の成長にもつなげて行きたいと思います。自分の成長にもつなげて行きたいと思います。自分の成長にもつなげて行きたいと思います。自分の成長にもつなげて行きたいと思います。    

坂口 

３／３／３／３／16161616 に入りました。新人に入りました。新人に入りました。新人に入りました。新人((((新人といっても新人といっても新人といっても新人といっても 55555555 才のお才のお才のお才のお

っさんっさんっさんっさん))))ですが、宜しくお願いします。ですが、宜しくお願いします。ですが、宜しくお願いします。ですが、宜しくお願いします。    

竹内 

ちょっぴり若いおばあちゃんです。ちょっぴり若いおばあちゃんです。ちょっぴり若いおばあちゃんです。ちょっぴり若いおばあちゃんです。    

松沢 

｢夢｢夢｢夢｢夢((((聴覚障がい者支援施設を立ち上げ聴覚障がい者支援施設を立ち上げ聴覚障がい者支援施設を立ち上げ聴覚障がい者支援施設を立ち上げるるるる))))｣に向かい｣に向かい｣に向かい｣に向かい

ながら、頑張って環境整備をしています。ながら、頑張って環境整備をしています。ながら、頑張って環境整備をしています。ながら、頑張って環境整備をしています。    

堀内 

掃除をきちんときれいにします。掃除をきちんときれいにします。掃除をきちんときれいにします。掃除をきちんときれいにします。    

大日方 

持ち前の元気と笑顔を振りまきながら頑張ります持ち前の元気と笑顔を振りまきながら頑張ります持ち前の元気と笑顔を振りまきながら頑張ります持ち前の元気と笑顔を振りまきながら頑張ります!!!!!!!!    

居宅 西澤 

いつも笑顔で、利用者様と楽しく過ごしたいいつも笑顔で、利用者様と楽しく過ごしたいいつも笑顔で、利用者様と楽しく過ごしたいいつも笑顔で、利用者様と楽しく過ごしたいとととと思いま思いま思いま思いま

す。す。す。す。    

事務 太田 

    

行事予定(４月～８月) 

４月 お花見 

手作りのお弁当を持って、手作りのお弁当を持って、手作りのお弁当を持って、手作りのお弁当を持って、「キティパーク」「キティパーク」「キティパーク」「キティパーク」

や「びんぐしの里」へ出掛けまや「びんぐしの里」へ出掛けまや「びんぐしの里」へ出掛けまや「びんぐしの里」へ出掛けましたしたしたした。。。。    

５月 運動会 

グループホームの駐車場でパン食い競争グループホームの駐車場でパン食い競争グループホームの駐車場でパン食い競争グループホームの駐車場でパン食い競争

や大玉送りを行いまや大玉送りを行いまや大玉送りを行いまや大玉送りを行いましたしたしたした。。。。    

６月 寿司ツアー 

    回転寿司へ食事に出掛けます。回転寿司へ食事に出掛けます。回転寿司へ食事に出掛けます。回転寿司へ食事に出掛けます。    

７月 夏祭り 

近隣の方々もお呼びし、盆踊りやスイカ割近隣の方々もお呼びし、盆踊りやスイカ割近隣の方々もお呼びし、盆踊りやスイカ割近隣の方々もお呼びし、盆踊りやスイカ割

りを行います。りを行います。りを行います。りを行います。    

８月 花火大会 

駐車場から戸倉の花火大会を眺めます。駐車場から戸倉の花火大会を眺めます。駐車場から戸倉の花火大会を眺めます。駐車場から戸倉の花火大会を眺めます。    

- 5 - 



あっといーず新聞 

家庭的小規模家庭的小規模家庭的小規模家庭的小規模デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス    ああああっっっっといといといといーーーーずずずず更埴更埴更埴更埴    

ススススススススタタタタタタタタッッッッッッッッフフフフフフフフよよよよよよよよりりりりりりりりひひひひひひひひととととととととこここここここことととととととと        

明るく楽しくをモットーに！明るく楽しくをモットーに！明るく楽しくをモットーに！明るく楽しくをモットーに！    

中島 

いつもハリキッテま～す。いつもハリキッテま～す。いつもハリキッテま～す。いつもハリキッテま～す。    

高島 

体力だけはありますので、体を張ってがんばりま体力だけはありますので、体を張ってがんばりま体力だけはありますので、体を張ってがんばりま体力だけはありますので、体を張ってがんばりま

す。す。す。す。    

佐藤 

元気いっぱい笑顔の吉田で～す♡元気いっぱい笑顔の吉田で～す♡元気いっぱい笑顔の吉田で～す♡元気いっぱい笑顔の吉田で～す♡    

吉田 

良く笑う事、元気で明るい良く笑う事、元気で明るい良く笑う事、元気で明るい良く笑う事、元気で明るい    

市川 

大きな声で、元気いっぱーい。大きな声で、元気いっぱーい。大きな声で、元気いっぱーい。大きな声で、元気いっぱーい。    

吉井 

行事（４月～８月） 

４月 お花見 

桜、杏の花を見に「治田公園」や「キティパーク」桜、杏の花を見に「治田公園」や「キティパーク」桜、杏の花を見に「治田公園」や「キティパーク」桜、杏の花を見に「治田公園」や「キティパーク」

へへへへ出掛けま出掛けま出掛けま出掛けましたしたしたした。。。。        

５月 買い物ツアー 

１００１００１００１００円ショップに出掛け、自分円ショップに出掛け、自分円ショップに出掛け、自分円ショップに出掛け、自分で選んだで選んだで選んだで選んだ物を買い物を買い物を買い物を買い

まままましたしたしたした。。。。    

６月 ピクニック 

お弁当を持って出掛け、外でお昼を頂きます。お弁当を持って出掛け、外でお昼を頂きます。お弁当を持って出掛け、外でお昼を頂きます。お弁当を持って出掛け、外でお昼を頂きます。    

７月 外食ツアー 

レストランへレストランへレストランへレストランへ出掛け出掛け出掛け出掛け食事食事食事食事ををををしししします。ます。ます。ます。    

８月 デザートツアー 

冷たい物や甘味を食べに出掛けます。冷たい物や甘味を食べに出掛けます。冷たい物や甘味を食べに出掛けます。冷たい物や甘味を食べに出掛けます。    
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フフフフフフフフォォォォォォォォトトトトトトトトアアアアアアアアルルルルルルルルババババババババムムムムムムムム        

今年もキレイに咲きましたね！ 

美味しそう～♡ 

美味しいうどんが、出来

ますように 

あとは何かあったかなぁ 

五月の節句は柏もち!! 

地域の小学生と 

交流 

とても楽しい一時でした 

鬼は～外～ 

あっといーずホーム大運動会!! 

玉入れに～ 

体操に～ 



あっといーず新聞 

今月のレシピ 

《《《《おおおお麩麩麩麩のラスクのラスクのラスクのラスク》》》》    サクサクした食感で、とても食べやすいですサクサクした食感で、とても食べやすいですサクサクした食感で、とても食べやすいですサクサクした食感で、とても食べやすいです!!!!!!!!    

 材材材材 料料料料    

おおおお麩麩麩麩    ····················    20202020 個個個個    

バターバターバターバター    ············    20202020ｇｇｇｇ    

砂糖砂糖砂糖砂糖    ····················    大大大大１１１１    

紙袋紙袋紙袋紙袋    ····················    1111 袋袋袋袋    

１．フライパンを

火にかけ、温

ま っ た ら バ

タ ー を 入 れ

る。 

３．紙袋に２と砂

糖を入れる。

※ビニール袋で

すと熱で溶け

てしまいます。

作作作作りりりり方方方方    

２．１にお麩を入

れ、少し焦げ

目が付くまで

炒める。 

４．袋を閉じて上

下に振る。 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。 

私達は、皆様にああああっっっっといといといといーーーーずずずずをもっと知っていただきたく、今回からこの季刊誌を発行すること

になりました。 

この活動を、今後も続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 平成２３年６月 ふれあい交流チーム一同 
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