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COCO
me

からはじまる

「ファミリーホーム」は、さまざまな理由で養育環境が整わない

児童を私たち養育者（児童指導員・保育士）が里親となって

その家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。

【ホーム概要】ホーム名  COCO（ココ）
　　　　　　児童定員  6名　職員体制  ホーム長1名　専任保育士1名　保育士（養育補助）2名　
　　　　　　設置主体  特定非営利活動法人パニエ　理事長  佐久間源三郎

ひとつひとつのパニエ

COCOの形に寄り添って
彩りをかさね

そっと優しく包み込む
そんな家庭養育を

私たちは
目指してまいります。
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●リハビリパーク　昭和浪漫
〒963ｰ8033 郡山市亀田1ｰ51ｰ11　 TEL 024ｰ927ｰ9777  FAX 024ｰ927ｰ9779

●ヘルパーステーション　まごころ
〒963ｰ8033 郡山市亀田1ｰ51ｰ12 3F　TEL 024ｰ927ｰ5720  FAX 024ｰ927ｰ1663

●小規模多機能型居宅介護　結／グループホーム　いおり
〒963ｰ8021 郡山市桜木1ｰ1ｰ9　　　 TEL 024ｰ983ｰ1262  FAX 024ｰ983ｰ1263

●リハビリパーク　おれんじ健康倶楽部
〒963ｰ0201 郡山市大槻町字蝦夷坦69ｰ1 2F　TEL 024ｰ962ｰ7632  FAX 024ｰ962ｰ7633

●むつき居宅介護支援事業所
〒963ｰ8021 郡山市桜木1ｰ1ｰ9　　　 TEL 024ｰ927ｰ5537  FAX 024ｰ983ｰ1256

●むつき会法人本部
〒963ｰ8033 郡山市亀田1ｰ51ｰ12 3F TEL 024ｰ927ｰ5538  FAX 024ｰ927ｰ1663

●介護付有料老人ホーム　雅（みやび）
〒963ｰ8021 郡山市桜木1ｰ1ｰ11　　 TEL 024ｰ954ｰ3877  FAX 024ｰ954ｰ3878

●介護付有料老人ホーム　縁（えにし）
〒963ｰ8047 郡山市富田東6ｰ95  TEL（縁）024ｰ983ｰ6561  TEL（恵）024ｰ983ｰ6562  FAX（縁・恵）024ｰ983ｰ6563

●おひさま保育園
〒963ｰ8033 郡山市亀田1ｰ51ｰ12 2F TEL 024ｰ927ｰ1880  FAX 024ｰ927ｰ1882

●むつき訪問看護ステーション
〒963ｰ8033 郡山市亀田1ｰ51ｰ12 3F　TEL 024ｰ927ｰ5721  FAX 024ｰ927ｰ1663

●おおつきまちクリニック
〒963ｰ0201 郡山市大槻町字蝦夷坦69ｰ1 1F　TEL 024ｰ961ｰ5467  FAX 024ｰ953ｰ4840

●ショートステイ さくらの家
〒963ｰ8021 郡山市桜木1ｰ1ｰ9　　　 TEL 024ｰ983ｰ1250  FAX 024ｰ983ｰ1252

●さくまファミリークリニック
〒963ｰ8033 郡山市亀田1ｰ51ｰ12 1F　TEL 024ｰ927ｰ5530  FAX 024ｰ927ｰ5531

●ショートステイ コスモスの家
〒963ｰ0206 郡山市中野2ｰ54　　　　 TEL 024ｰ952ｰ1550  FAX 024ｰ952ｰ1560

●小規模多機能型居宅介護　あおいそら
〒963ｰ0211 郡山市片平町字若宮裏10ｰ4　TEL 024ｰ962ｰ9172  FAX 024ｰ962ｰ9173

●社会福祉法人 むつき福祉会 特別養護老人ホーム　小春日和　
〒963ｰ0111 福島県郡山市安積町荒井字柴宮山55ｰ5 TEL 024-926-0681  FAX 024-926-0680

社会福祉法人 むつき福祉会　https://mutsukifukushikai.com/  
有限会社 M&C　https://m-and-c.mutsukikai.com
医療法人 むつき会　https：//mutsukikai.com/

～たくさんの笑顔　あなたとともに～　むつきグループ

NPO法人 パニエ

●住宅型有料老人ホーム　恵（めぐみ）

●小規模多機能型居宅介護　野の花／グループホーム　だん欒
〒963ｰ8071 郡山市富久山町久保田字上野147ｰ8　TEL 024ｰ925ｰ0101  FAX 024ｰ925ｰ0105

●社会福祉法人 むつき福祉会 ショートステイ　小春日和　
〒963ｰ0111 福島県郡山市安積町荒井字柴宮山55ｰ5 TEL 024ｰ926ｰ0682  FAX 024-926-0680

●リハビリパーク　ひまわり健康倶楽部
〒963ｰ8021 郡山市桜木1ｰ1ｰ9　　　 TEL  024ｰ983ｰ1251  FAX 024ｰ983ｰ1252

●有限会社M＆C　
〒963ｰ8033 郡山市亀田1ｰ51ｰ12 3F TEL 024ｰ927ｰ1661  FAX 024ｰ927ｰ1663
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ケアヒルズ 夏祭りケアヒルズ 夏祭りケアヒルズ 夏祭り

入所者の皆様に、夏の雰囲
気を楽しんでいただきた
い！と、縁日風に輪投げや
くじ引き、かき氷などを準
備(^^)
いつもとは違うレクリエー
ションで、遊んだり食べた
り素敵な笑顔がたくさん見
られました

さくらの家さくらの家さくらの家

8月22日（月）　夏祭りを行いました。
スイカ割りでは今年1番の盛り上がりと笑顔を見る
事が出来ました。
ヨーヨーすくいも「懐かしいねー」等と言いながら、
楽しく行う事が出来てとても喜ばれておりました。

だん欒だん欒 野の花野の花

7月から8月にかけて、お天気の良い
日に田んぼアートを見にいきました。
敷地内に野菜販売もありお買い物も
楽しまれました。

8月４日には、職員が浴衣衣装でか
き氷を作り、夏祭りの雰囲気を楽し
んでいただきました。

ひまわり健康倶楽部ひまわり健康倶楽部ひまわり健康倶楽部
おやつレクドライブレク

8月9日にあおいそら夏祭りを開催いたしました。コロナ感染
が増加している中での行事であるため、利用者様のみの参加
としています。午前中は釣りゲーム、ピン倒し等を行い、午後
はオリジナル風鈴作りをスタッフと一緒に行いました。最後
は夏の風物詩スイカ割り、そしてビンゴゲームと沢山の種目
に参加していただきました。おやつには
割ったスイカを利用者様、スタッフ全員
で食べ、楽しいひと時を過ごしました。

あおいそらあおいそらあおいそら



LINE
公式アカウント@457najkh

Instagram
公式アカウントmutsuki_kai
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郡山市「配食サービス活用事業」とは、65歳以上の在宅ひとり暮らし、または高齢者のみの世帯に属す
る方で、心身の疾患等により食事の調理が困難な方に対して、栄養状態の改善を目的として昼食の配達を行います。
※月～金のうち希望する曜日（土・日・祝祭日は除く）1食あたり400円（税込み）。
※各地域高齢者あんしんセンター及び担当のケアマネージャーにご相談ください。

「むつき居宅介護支援事業所」配食サービス活用事業」とは？配食サービス活用事業」とは？

月2回未来を担う職員の勉強会を実施しています。
みんな真剣なまなざしで熱心に課題に取り組んでいました。
生き生きとした表情で発表しています。

～ネオリーダー勉強会の様子～～ネオリーダー勉強会の様子～～ネオリーダー勉強会の様子～

今回のクッキングレクは、パンケーキ♬
ホットケーキ粉にココアを混ぜるとも
ちもちになり好評です☆
皆さんホイップ好きな方、チョコソース
が好きな方と好みがわかりますね（笑）
木曜日に予定しており、
興味がある方がいらっ
しゃいましたら一緒に
やってみませんか？

①ココアのパンケーキを
好みの大きさに切る

②フルーツ、生クリーム、
チョコソースをお好み
でかける

ッキングレククッキングレクククおれんじ健康倶楽部おれんじ健康倶楽部おれんじ健康倶楽部

小春日和では7月に1周年を迎え、利用者様と、ささやかです
がお祝いのお祭りを開催しました。利用者様と職員で力を合
わせ夏の掲示物を作成したり、中庭で焼き鳥やかき氷を食べ
楽しい時間を過ごしました。

健康長寿やご家族の無病息災など、
皆様それぞれの思いを短冊に込めて
飾りつけしました。

縁ご入居の諸橋セツ様が、この
日百歳の誕生日を迎えました。
県知事や市長からの表彰状と記
念品を頂き、大きな節目を家族
と共に迎え
ることが出
来ました。

特別養護老人ホーム 小 春日和小春日和小春日和

いっぱい遊んだ夏でした!!
8月から英語あそびがスター
トしました。
えいご……なんだか楽しい♡
初めてのことに、ワクワクが
いっぱいでした。

おひさま保育園おひさま保育園おひさま保育園

縁・恵縁・恵
☆七夕で星に願いを☆

祝100 歳

思い思いの作品が出来ました♡



内科・小児科・循環器科・呼吸器科・消化器科・アレルギー科・放射線科・糖尿病食事指導・
睡眠時無呼吸外来・禁煙外来・物忘れ外来・動脈硬化外来・在宅診療

内科・消化器科・小児科・アレルギー科・循環器科・呼吸器科･放射線科・
睡眠時無呼吸外来・禁煙外来・糖尿病食事指導

さくまファミリークリニック

おおつきまちクリニック 診療時間

午後 2：00～ 6：00
夜間 7：00～10：00
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武　田

往　診
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月 火 水 木 金 土 日・祝

診療時間

※診療時間は、都合により変更する場合があります。  ※受付は診療終了の30分前までにお願いいたします。

※土曜午前の診療時間は13：00までとなります。

※土曜午後の診療時間は14：00～16：30までとなります。

　　　　下火になると思えた新型コロナウイルスの感染が、7月以降爆発的に蔓延しています。オミクロン株のBA.5という変異
株によるものです。現在のワクチンはオミクロン株への効果が限定的とされていますが、早ければ今年10月、オミクロン株に対
応した新たなワクチンの接種が始まります。新たなワクチンは武漢株とオミクロン株のBA.1を対象に作られたものですが、現
在流行しているBA.5にも効果は期待できるようです。報告によりますと、1ヶ月後の中和抗体価の上昇は
BA.1に対し、1.76～1.97倍ですが、BA.5に対してはもっと低いようです。今までのワクチンに比べれ
ば、抗体価が上がっていると言えますが、20倍、30倍くらいまで上がるわけではありません。オミクロン
株対応と期待して、新しいワクチンが出るまで待つことは、今感染が厳しい状況の中で抗体が低いまま過
ごすこととなり、かえって危険です。従来のワクチンも重症化予防には効果があり、このタイミングだから
こそ接種券が届いた方々は早めに接種した方がよいでしょう。

BA.5 と ワクチン
.武田のワンポイントアドバイスDr.武田のワンポイントアドバイス.武田のワンポイントアドバイスDr.武田のワンポイントアドバイス

健康保険証として
利用するメリットは？
健康保険証として
利用するメリットは？

ご利用者様の声を募集しています。ご利用者様の声を募集しています。

新型コロナウイルスが流行して迎えた３度目の夏、皆様どのようにお過ごしでしたでしょうか。
うねめ祭りやビール祭りなど恒例のイベントもようやく復活しましたね。
飲食物の持ち帰りなどの感染対策を行ったうえでの開催ではありましたが、参加された方は楽しめましたで
しょうか。陽性者が増えてきて不安もありますが、心のリフレッシュもとても大事ですよね。
秋に向けてイベントなどもいろいろあるようですので、感染対策はしっかりと取り組みながら、上手にコロナと付き合っていきましょう。（鈴木）

編集
後記
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受付

診療・薬剤処方支払い

“マイナンバーカード”が健康保険証として
利用できるようになりました

いつもの通院等が便利に！ こんなところにも簡単・便利に！

受付でカードリーダーにかざすだけ！ ※操作について不安な方は、お気軽に声がけ下さい

痛い！！蜂に刺されたらどうすればいい？

通院においても、その他の場面でもマイナンバーカードの健康保険証利用で便利になります。

特定健診や薬の情報を
マイナポータルで閲覧できる

マイナポータルから
e-Taxに連携し、
確定申告が簡単に

健康保険証としてずっと使える

顔認証で自動化
された受付

窓口で限度額
以上の医療費の
一時支払いが不要

正確なデータに
基づく診療・薬の
処方が受けられる

豆豆 知知 識識

①刺された場所から離れる
更なるハチ刺されを防ぐ

局所症状
●刺された所がズキズキ痛む
●1週間ほどで治る
●人によっては吐き気の症状

全身症状
●息苦しく意識障害の症状
●腹痛、下痢、嘔吐
●口の渇き、しびれ

②刺された場所を水で流す
毒液を絞り出すように

③針を抜く
毛抜きか指で弾き飛ばす
指で弾く場合は横に払い落とす

④患部を冷やす
毒液のめぐりを遅らせる
水や濡れた布で冷やす

刺されたら早めに病院へ
※アンモニアは塗っても効果ありません

・応急処置をしながら観察
・元気であっても1時間は様子をみる

・迷わず受診してください

アレルギー体質の方や、一度蜂に刺され
たことがある方は重症化しやすいとされ
ています。
蜂の活動が活発になる8月から10月に
かけては、多くの被害が報告される時期
です。自己判断せず、軽症であっても受診
し、ご相談下さい

①まずは応急処置 ②症状ごとの対処法 ③「2回以上刺されたら危険って？」

当院では
※ハチ中毒アレルギーの有無について
　検査を行っています
※自己注射剤（アナフィラキシー対策）
　の処方も可能です
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