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収入申告書 提出のお願い

先月のお便りと共に、令和４年度の収入申告書を配布いたしました。
前年度の収入を申告していただき、令和４年７月からの利用料を算定しますので、ご提出がまだの方は、
期限内にお願いいたします。ご不明な点がございましたら、下記担当者までお問合せください。
提出締め切り： ５月２０日（金）
担当： 生活相談員 後藤

発行所：社会福祉法人京都悠仁福祉会 軽費老人ホーム ヴィラ城陽 城陽市市辺笹原１-5 ℡０７７４（５５）１８７５

URL http://www.takedahp.or.jp/group/welfare/villa_j/ e-mail hp-jyoyo@takedahp.or.jp

個人情報保護法に基づき、本誌に掲載しております写真等につき

ましては、利用者さん等に掲載についての了解を得ております。ヴィラ城陽だより

２０２２年 ５月号

１８日（水）グラウンドゴルフ

１９日（木）ワックス

セリエ配達

２０日（金）植物園

２１日（土）いきいき通販締め切り

２３日（月）水拭き

移動販売

２４日（火）喫茶

２５日（水）お風呂の日

２６日（木）山城産業

お風呂の日

２７日（金）考える会

２８日（土）いきいき通販締め切り

３０日（月）入居者健康診断

水拭き

移動販売

４日（土）いきいき通販締め切り

６日（月）水拭き

移動販売

８日（水）宇治武田病院定期受診

１１日（土）いきいき通販締め切り

１３日（月）水拭き

移動販売

１７日（土）いきいき通販締め切り

１９日（月）水拭き

移動販売

２４日（金）風呂の日

２５日（土）いきいき通販締め切り

風呂の日

２７日（月）水拭き

移動販売

２日（月）水拭き

移動販売

５日（木）菖蒲湯の日

６日（金）セリエ配達

７日（土）いきいき通販締め切り

８日（日）家族懇談会

母の日

９日（月）水拭き

移動販売

１１日（水）宇治武田病院定期受診

１２日（木）慰霊碑参拝

１３日（金）植物園

１４日（土）いきいき通販締め切り

１６日（月）水拭き

移動販売

１７日（火）バーバー

植物園

毎年恒例の施設お花見を開催致しました。
晴天に恵まれ、暖かい日差しの中で桜の花を見ながら楽しく会話され
賑やかなお花見でした。

５月 6月

コロナ禍で自粛していたグラウンドゴル
フが２年ぶりに開催されました。
ボランティアさんを迎えて、初めて参加
された方も楽しまれました。

移動スーパーが４月から『とくし丸』 に
変わりました。初回からたくさんの方にご
利用して頂き、カゴいっぱい買物をされ
ていました。
いろんな品物を販売されていますの
で、お買物を楽しんでくださいね❕

ご意見・ご要望について

今までは年に２回、ご意見ハガキを送付しておりましたが、今後はグーグルフォームより、常時ご意見等を
いただけるようになりました。右側に掲載している QR コードを読み取っていただき、お気軽にお寄せください。

相談員様や他職員様には日頃より大
変お世話になり感謝しております。今
の面会が出来ない時期にヴィラ様の
LINEで情報共有や伝達が出来るの
がとても助かっています。

いつも大変よくしていただいており、
今のところ何も要望などはありませ
ん。

いつもお世話になっております。先
日受診後、自宅で昼食を食べまし
たが、食後のコーヒーを飲み終わる
やそそくさと帰る準備をした父を見
てヴィラ城陽の皆様に感謝しかあり
ません。日々細やかなケアをして下
さり私は安心して過ごしています。
何かあればすぐにLINEで御連絡も
下さっているので有難いです。大
変なお仕事だと思いますが皆様御
身体にお気を付けて下さいね。

いつも大変よくしてもらっていると
父から聞いております。このご時世
なかなか会いに行けませんが、楽
しそうに過ごせているようで私たち
としては安心しております。まだ父
の頭はしっかりとしているとは思い
ますが、今後物忘れが激しくなって
きたり自分では出来ない事も増え
てくると思います。その時は知らせ
て頂けると助かります。それと、そち
らでも相談にのって頂けるとありが
たいです。今後とも父を宜しくお願
いいたします。

いつもホームの方々にはお世話にな
っています。ありがとうございます。こ
れからもお世話をおかけすると思いま
すがよろしくお願いします。

いつもお世話になりありがとうございま
す。母から毎日の食事が美味しい。特に
季節の特別食は美味しくてうれしいとの
事。栄養科の皆様全ての職員の皆様に
感謝、感謝です。ありがとうございます。

サービスについては本人も家族も満
足しています。ただ、コロナの関係で
本人は外泊できないのがつらいそう
です。家族としてもなかなか面会に
も行きにくいのが残念です。

いつもお世話になりありがとうございま
す。おかげさまで施設での生活にも慣
れお食事やおしゃべりを楽しみながら
元気に過ごしているようでこれもスタッフ
の皆様のおかげだと感謝しております。
感染予防対策など大変な毎日だと思い
ます。コロナが早く収束することを願っ
ております。

いつもお世話になりありがとうございま
す。家にいる時はデイとかも行きたくない
と云っていましたが、行く様になってから
はいろいろ親切にしていただき喜んで行
っている様で安心しております。これから
もよろしくお願いいたします。

mailto:hp-jyoyo@takedahp.or.jp


宇治田原町やすらぎの道の桜並木は満開で「見
事やなあ～」「綺麗やな～」など会話をされ楽しま
れていました。お花見の後で喫茶店に立ち寄り、
パフェなど久しぶりの外食を満喫されました。

行事食アンケート結果

楽しみ ふつう 楽しみでない 無記入

お誕生日会
33 人 9 人 2 人 4 人

69% 19% 4% 8%

月々の行事食
29 人 15 人 0 人 4 人

61% 31% 0% 8%

釜飯フェア
28 人 15 人 0 人 5 人

58% 31% 0% 11%

選択食
27 人 15 人 0 人 6 人

56% 31% 0% 13%

朝食ご飯食
22 人 18 人 4 人 4 人

46% 38% 8% 8%

令和 4年 3 月 48 名/48 名 （入院 2 名）

＜行事食でのご意見がありましたら、お聞かせください＞
・本当に行事食の時はうれしいです。今日はどのような料理？○○と○○なにかキタイして料理が出るのを待っています。
・満足しています。
・すべてまんぞくです。
・いつも感謝していただいています。
・食は、大中小にして下さい。
・まぜご飯の時はおかずはいりません。少々すまし汁あればよいです。ゼリーとあるのがたのしみです。
・カルシウムを多く入れてほしい。
・もうちょっと味をよくして下さい。
・回転寿司等食べに行きたい。

＜ご意見への返答＞
・食は 大中小にしてください
→食事量は必要栄養量に基づいて提供しています。主食に関しては、疾患等で看護師より指示のない方は、ご希望の量
で対応しています。
副食は一律の量で提供していますので、ご了承ください。（多い場合は残してください。）

・まぜご飯の時はおかずはいりません。少々すまし汁あればよいです。ゼリーとあるのがたのしみです。
→味がついたご飯の時は、おかずがなくても食べやすいかもしれませんね。
ただ、1 食ではなく 1 日として栄養量をみていきますので、他の 2 食で賄えない不足分は 主菜・副菜を組み合
わせていきます。
デザートは栄養量に合わせて提供させていただきます。

・カルシウムを多くしてください
→日本人の食事摂取基準 目標量 645ｍｇ ヴィラ城陽提供量 660ｍｇ
カルシウムの多く含んでいる食品（牛乳・乳製品・大豆製品・小魚・緑黄色野菜・若布等）を料理に取り入れています。
また、朝食の牛乳も週に 2 回カルシウムが強化された牛乳を提供しています。
ゼリー等カルシウムが強化された商品もありますので、随時取り入れていきます

・もうちょっと味をよくして下さい
→そのように感じられた時には、お声がけいただくか、栄養科ご意見箱に投書していただけるとすぐに検証できます。
改善に繋げていけますので、よろしくお願いいたします。

・回転寿司等食べに行きたい
→要望は、介護職員へ伝えておきます。
・ナットはあかんのかな？
→納豆は、抗凝固薬を飲まれている方が食べられると薬の作用が弱まってしまいます。
武田病院グループ栄養科では、納豆の提供は控えさせていただいていますので、ご了承ください。

・行事食で新しく取り入れて欲しいこと、提供して欲しい食べ物

→お寿司の行事食という要望がありましたので、令和 4年度のフェアは、寿司フェアを開催させていただきます。

＜行事食全体を通して＞

満足 ふつう 不満 無記入

25 人 17 人 0 人 6 人

52% 36% 0% 12%

＜好きな行事食料理を教えて下さい＞
すし(2 名） ・ バラ寿司 ・ うどん
カレー ・ トンカツ ・ 正月料理
お造り ・ さしみ以外 ・
コーヒーデザートあるのたのしみです

＜行事食で新しく取り入れて欲しいこと・
提供して欲しい食べ物はありますか？＞
お寿司の行事食
ナットはあかんのかな？
やきめし・スパゲティ・うどん
今の形がいいと思います

令和 4 年度は、行事食アンケートからのご要望でお

寿司の行事食を開催します。

4 月 27 日に第 1 回目の寿司フェアを実施しました。

今回の寿司は、牛肉と筍の散し寿司です。牛肉と筍を

別々に味付けしてからすし飯と合わせて作っていま

す。いろいろなお寿司を提供していきたいと思います

ので、お楽しみに・・！

※集合写真時のみマスクを外しています。

※店は、新型コロナウイルス 京都府感染防止対策認証制度 認定店に指定されています。


