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平成２３年5月１日発行

編集 すこやか広報委員会

今年も３月２６日開催の評議員会・理事会で今年度の事業計画
及び収支予算書（案）を提案し承認を頂きました。今年度最大の
事業課題は４月１日に同時開設しました「介護老人施設きたや
ま」２施設の事業確立必達であります。平成１０年９月老健すこ
やか開設以降２度目の大きな事業投資となり、これまでにない
試練の年度となります。一方でご利用者に対する更なる介護業
務の質の向上のため、職員の教育研修と施設の安全と衛生管
理の徹底には実務をもって実践いたします。今年度は更に地域
密着と連携を役職員一丸となって推進して参ります。引き続き
皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

老健 介護士
岡崎 誠

ケアハウス 調理員

向井 久江

特養 介護士
村田 有香

平成２３
平成 ２３年
２３年５月

老健 介護士
池本 紗貴

老健 介護員
山根 純玲

老健 介護士
谷口 勝己

栄養士 大谷香織

ケアハウス 調理師

特養 介護士
宮谷 洋丞

特養 介護員
山田 有加理

特養 介護士
宗元 優

山部 知子

特養 介護士
中谷 保晴

特養 栄養科
栄養士 小谷千
明

老健

栄養科

社会福祉法人やず
社会福祉法人やず

訪問介護

ヘルパー

長石 典子

特養 介護員
西尾 知巳

～ 今 が旬！新じゃがいも～
じゃがいも～
じゃがいもは、煮物やコロッケ・サラダ・揚げ物など、年中料理には欠かせま
せんよね？保存もきくので、いつでも手に入りますが、春から初夏にかけて収
穫されたじゃがいもを『新じゃがいも』と呼びます。この時期の新じゃがは、水
分を豊富に含んでいる為、皮が柔らかく、とてもおいしいです！今回は、今が
旬の『新じゃが』について紹介してみたいと思います。

【栄養】
カリウム・ビタミンＣが豊富に含まれています。
カリウムは、余分な塩分を体外に排出してくれる働きがあるので、高血圧予防に効果があります。
また、じゃがいものビタミンＣは熱に強く加熱しても壊れにくいので、効率よ くビタミンＣを摂取出来ます。

【選び方】
じゃがいもの芽や緑の皮の部分には、ソラニンという有毒物質が含まれています。
皮が緑化してないものを選びましょう。

【保存方法】
有毒物質ソラニンの発生を避ける為、日光に当てないよう、新聞紙などにつつみ、
冷暗所で保存しましょう。低温にも弱いので、冷蔵庫での保存はなるべく避けて下さいね。

この時期の新じゃがは、水分が多くあまり日持ちしません。早めに食べた方が取れたての
おいしさを味わえます。また、皮が柔らかいので、よく洗って皮ごと食べるのもおすすめです。
今晩のおかずに一品いかがでしょうか？

日本では、成人の3人に１人くらいの割合で水虫をもっていま
水虫は白癬菌というカビが原因で起こる皮膚病です。
人から人へ感染しますが、菌が皮膚に侵入するには約２４時間かかるため 、足を水
で流すようにしておけば水虫はうつりません。水虫になってしまっ たら、足をよく乾
燥させることが大切です。足をよく洗い、薬をつけます。根治させるには塗り薬を
３ヶ月続ける必要があります。一見治っ たように見えてもカビが少しでも 残っている
と再発します。家族にうつさないため には、お風呂場の足ふきマット やスリッパを別
にするのがポイントです。水虫くんとさようなら しましょ う。

3 ・ 4 月 の 報告 ～ 老健 ・ 通所 ・ケアハウス～
・ケアハウス～
3/13 ﾎ ﾞﾗ ﾝ ﾃｨｱ交流会
ﾃｨｱ 交流会
3/14 中口一夫様 （ 手品 ）
3/28 いず み 会 様 （ 踊 り ）
4/17 八田社中様 （ 三味線 ）
木下様 （ スポーツ吹矢
スポーツ 吹矢）
吹矢）
※予定が変更になる場合がございます。

3 ・ 4 月 の 報告 ～ 特養 ～
3/28 す ず の 音会 様
3/29 福田真理 様
4/26 藤三会 様
５ ・ ６ 月 の 予定 ～特養～
特養～
つくしの 会 様
す ず の 音会 様
福田真理 様

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

３月１３日にボランティア交流
会を開催しました。
沢山の方に参加して頂き、楽
しい時を過ごす事が出来まし
た、ありがとうございました。
今年度も多くの方に、ボラン
ティア活動をして頂けると嬉し
く思います。気軽にご連絡下
さい。
担当 今井
０８５８－７６－７６００

編集後記
東日本大震災で被災された皆様のことを考えると、本当に心が痛みます。私たちにできる事は…と思わずにはいられません。命の大切さと、
不自由なく生活させていただいている事への感謝を再認識させられますね。亡くなられた方へのご冥福と一日も早い復興をお祈り申し上げます。

理念について
特別養護老人ホームすこやか

施設長

谷口 弘幸

東日本大震災を思い、心が痛みま す。一日も早い復興を願
新年度が始まりました。介護老人施設
きたやまのオープンに伴い、特養も大
幅な人事異動がありました。そこで、
施設長と、新介護主任にお話を伺い
ました！

い、祈らずにはおられません。 特別養護老人ホームすこやか
の介護理念は“ 笑顔・ やさしさ・ おもいやり・ 感謝・信頼される
サービスをめざして“ としておりま す。職員の皆様は暗記して
唱和できますか？“理念“を辞書で引いてみると“何を最高のも
のとするかについての、根本的な考え方“と明記してあります。

理念を
理念 を基に
初心を
初心 を忘れず、
れず、
スタッフ一同
スタッフ一同
頑張ります
頑張 ります！
ります！

特別養護老人ホーム すこやかは、 人生を生き抜いてこられた
方々の、 終焉の場として余生を楽しく安心して暮らして頂く施
設ですが、そこで働く介護する人々の心がどうあるべきかを示
したものが介護理念です。 私は介護するにあたって、一番大
切な事は笑顔だと考えます。人と接する時、笑顔で接すると相
手の人は心をひらいて安心して話を受け入れ、 身を任せて頂
きます。相手に安心感を与える介護が、 介護士としての終極

利用者さまが
利用者 さまが
いつも笑顔
いつも 笑顔で
笑顔で
過 ごせますよう
頑張ります
頑張 ります。
ります。
特別養護老人ホームすこやか

の技だと思います。 笑顔で接しているうちに、そこに“やさしさ
“の心が芽生え、相手に対する“思いやり“が生じてく ると思い
ます。そして、何事もなく、人生の先輩である方々を介護する
事が出来る事に感謝して、一日が終える事は両者ともに幸せ
な一日だったと思い満足しま す。 そして、明日も笑顔で介護し

上月 久美子

ようとする意欲が沸いて来ると思いま す。 人間この世に生を

特養すこやかに配属されて６年になります。

もって生まれて来ると同時に、死に向かって生きていきま す。

ご利用者様をはじめ、皆様方のあたたかい心

そして年をとり、老人と言われる領域に達するのですが、その

にお力をいただき、日々関わらせていただく

時介護を受ける身になるわけです。彼方はそうなった時、 どの

介護の中で、たくさんの感動や喜びを感じて

様な介護がして欲しいと思いま すか？自分に置き換えて物事

います。これからも、いろいろな方との関わり

を考え、笑顔を忘れないで介護して欲しいと思います。 そうす

や出会を大切にして、介護職の喜びを感じな

れば素晴らしい介護士が誕生し、 心優しい介護ができ、 老人

がら、「特別養護老人ホームすこやかを利用

の方々に満足を与えられると思います。

してよかった」と思って頂けるような介護を目

“ 笑顔・
笑顔・ やさしさ・
やさしさ・ おもいやり・
おもいやり・

介護主任

指し、努力してまいりたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

感謝・
感謝 ・ 信頼される
信頼される
サービスを目指
サービスを目指して
目指して“
して“

春ですね～
ですね～
老健３
老健 ３ 階
八東フルーツセンターへ花見ドライ
ブに出かけました。とても天気に恵
まれ、花見日和となりました。桜もほ
ぼ満開で皆さんも「綺麗だな～」と、
うっとりしておられました。「ありがと
う、懐かしかったわ」と喜ばれ、いい
思い出づくりが出来ました。

今日はどんな
今日 はどんな体操
はどんな体操？
体操？
ケアハウス
毎週月曜日はリハビリの
毎週月曜日 はリハビリの日
はリハビリの日です。
です 。体操や
体操や
脳 トレなど、
トレなど、 職員が
職員 が交代で
交代で 考えて行
えて行 ってい
ます。
ます 。 今回は
今回 は 、「北国
、「北国の
北国の春」体操、
体操、 日常生
活 の 動作に
動作 に 関わる体操
わる体操などをしました
体操などをしました。
などをしました。 皆
さんが、
さんが 、 笑 いながら楽
いながら楽しく出来
しく出来ました
出来 ました。
ました。

春 らんまん 桜 さんさん
老健２
老健 ２ 階

三味線、大正琴、銭太鼓など、勢いの
ある演技を八田社中様にたくさん見せ
て頂き、利用者の皆様も口ずさんだり
手拍子をしたりと、自然に身体が動い
ているようでした。「ああー良かった
で。」「涙が出たわ。」などの歓声があ
がり、素敵な時間を過ごしました。

デイサービス
デイサービスでは４月１１日～１６日と鳥取方面
にお花見ドライブに行って来ました。
車内では桜が見えるごとに拍手喝采！！
桜を前にして会話もはずむわ歌もはずみ、バスの中
は桜に負けない程の笑顔満開になりました。
また来年もお楽しみに。

