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編集 すこやか広報委員会

八頭町北山地内に開設 を進 めていま す介護
老人施設は、職員の 採用も ほぼ 終わ り、２
施設同時開設が間近に なっ てきました 。
この施設は地域密着型の 小 規模 施設 で、八
頭町在住の方々を対 象と し ており ２施 設の
総称を「介護老人施設 きた やま」 、そ れ ぞれ
の施設名を「小規模特 養 きたや ま」（入 居定
員２９名）、「小規模多機能 きた やま」（ 利用
定員２５名）に決定しました 。
４月初旬の開設に向け て職
員一同日々鋭意努力し てお
りますので、皆様の ご 理解 ご
協力をお願いし、 当面 のご
案内と致します。
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老健
入浴介助員
青木 美由紀

特養
医務

特養
医務

一生懸命がんばります。
よろしくお願いします。

6年近く離れていました
が、“すこやか”に戻って
きました。足手まといに
ならないよう頑張ります。
よろしくお願いします。

西谷 早苗

安田 美和子
定年後、家事と好きな畑
仕事をしていましたが お
声がかかり、こちらで働く
ことになりました。よろしく
お願いします。

特養
1丁目
西村 卓也

特養
4丁目
牟田 美雪

少しでも早く仕事を覚え
て、利用者の方々に快
適な生活が送って頂け
るように頑張っていきま
す。よろしくお願いします。

大阪から引っ越してきて、
こちらで働かせていただ
くことになりました。一生
懸命頑張ります。
よろしくお願いします。

２月２日
特養では、月に2回、『喫茶の日』を行い、入所者様に毎日のおやつ
とは違う雰囲気を味わっていただいています。
なかなか顔を合わせない入所者様が、今日だけは一緒にお茶の
時間を過ごしていただきます。介護士さんも加わって、明るい笑い声
がひろがります。

人気のお抹茶
とコーヒー！

ドリップされたコーヒーの香り漂うセミパブリックスペースで、ちょっ
ぴり贅沢なお菓子をいただきましょう。コーヒーの香りに誘われて、
入所者様が、部屋から出てこられます。
「今日は、お好きな飲み物をいかがですか？コーヒーに紅茶、ココア
にお抹茶、ジュースもありますよ！」
コーヒーを一番好まれますが、お抹茶もよく出ます。
ゆっくり、ゆっくり時間をかけてお菓子と飲み物を楽しまれ、いつも
「おいしい」とよろこんでいただいています。

ゆったりと午後のひととき♪
スタッフと利用者様の
コミュニケーションの
場でもあります。

和やかに会話のはずむ
喫茶コーナー
掲載しました
掲載 しました写真
しました写真、
写真、氏名に
氏名に関しては、
しては、ご本人、
本人、又はご家族
はご家族に
家族に承諾を
承諾を得て掲載しております
掲載しております。
しております。

ディサービスでは２月７日
から一週間いつもとは違っ
た足湯を体験して頂きまし
た。手作りの入浴剤や、
花を用いて”岩塩入りの薔薇湯””蓮花の湯””牛
乳の湯”など色や香りを楽しみました。２０分ほ
ど足を温めただけで体中がホカホカになり、いい
香りで心も体もリラックス。とても大好評で多数
の方が参加して頂き賑やかな時間となりました。
次回の企画もお楽しみに。

節分と言えば、最近は恵方巻きですね。
ケアハウスでも恵方巻き作りをしまし
た。
具材に高野豆腐、きゅうり、紅しょうが等
を
入れて美味しい恵方巻きが完成しました。
今年の方角は南南東！！皆さんに福が
来ますように。
ケアハウス

ちぎり絵、昔話、的あてゲームと３つに分かれて、
レクリエーションを楽しみました。ちぎり絵の方は
脇目もふらずに一生懸命に！！。昔話の方は
「子牛を運ぶときは親牛と一緒に引っぱると運べ
る」等、知らない事を教えていただきました。的
あてゲームは童心に帰ったように笑顔でゲーム
が出来ました。３０分という短いレクリエーション
でしたが、それぞれに有意義な時間を持つこと
が出来ました。
老健３
階

今月は各種感染症の流行により、ボランティア
等制限される中、毎年恒例の節分が２階でもと
り行われました。
普段、寝ている
事の多い方や穏
やかな方も、ボー
ルを持つと一変、
容赦なく鬼役の職
員めがけボールを
投げつけていまし
た。
これだけ元気が
あれば、今年一年
きっとすこやかに
過ごせる事と思い
ます。

３月３日はひな祭り。「桃の節句」と呼ばれるこの日には、女の子の幸福や健やかな成長を願って、
春の彩りで賑やかにお祝いしましょう。
☆雛あられレシピ☆
・材料・・・切り餅（適量）・砂糖大さじ３・水大さじ３・食紅（赤・緑）
＜作り方＞
①切り餅を５ミリ角に切って乾燥させておく。
②１５０度の油で揚げて、焦げないようにする。
③鍋に水 大さじ１ 食紅（赤）少量 弱火で焦がさないように煮詰め
とろみをつけて揚げたおもちにからめる。
④同様に緑もつくり、残りの三分の一は色をつけないままのものを
作ると三色のあられが出来上がります。

介護保険が２０００年に始まり、一般の人たちの認知症に対する関心は高まったと思います。
最近では要介護認定者の約半分の方に認知症が認められる事が分かってまいりました。
今後、高齢者医療・介護を行っていくうえで認知症は避けて通る事は出来ません。
認知症を持った方は現在２００万人～２５０万人と言われていますが、多くの方は医学的な診断、治療を受けてお
られず、ただ「年が年だから・・・」ということで放置されていることがしばしば見られます。認知症の中でも治る認知
症もあります。
例えば水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍などです。これらは適切に治療すれば再び日常生活可能な病気です。
このように、治る可能性のある認知症もあるので、家族の方には出来るだけ大きな病院で正確な診断を受けるこ
とをおすすめします。

１ ・ ２ 月 の 報告 ～ 老健 ・ 通所・ケアハウス
通所・ケアハウス ～
1/14 白百合会 様 （ 大正琴演奏）
大正琴演奏）
1/18,24,2/4,10,19,28 木下 様 （ スポー ツ吹矢
ツ 吹矢 ）
３ ・ ４ 月 の 予定 ～老健・
老健・通所・ケアハウス
通所・ケアハウス～
・ケアハウス～
3/13
ボラ ンテ ィア 交流会
日程未定 木下 様 （ スポー ツ吹矢
ツ 吹矢）
吹矢）

１ ・ ２ 月の報告 ～ 特養 ～

1/14

福田真理 様

３ ・ ４ 月 の 予定～
予定～ 特養 ～
す ず の 音会
つくしの 会
※予定が変更になる場合がございます。

ボランティアしてみたい!!!という方、お気軽にご連絡ください♪♪ 担当 谷口
編集後記
今年の冬は記録的な大雪でしたが雪の下でじっと春を待ち、待ち焦がれていたかのように新しい息吹が顔を出し始めました。桜の花が
待ち遠しい今日この頃。ご利用者様にも春を感じていただこうと、散歩やドライブなどを計画させていただけたら…と思っております。

