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編集 すこやか広報委員会

ご利用者、ご家族、地域の皆さまには、希望に満ちた輝かしい年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、社会福祉法人やず「介護老人保健施設すこやか」「特別
養護老人ホームすこやか」「ケアハウスすこやか」「通所介護事業所す
こやか」「通所リハビリテーション事業所すこやか」「居宅介護支援事業
所すこやか」「訪問介護事業所すこやか」「介護老人施設きたやま」を
ご利用いただきありがとうございました。
さて、新年のスタートにあたり、社会福祉法人やずは「満足していた
だける介護」「信頼される介護」を目指し、「利用することによって元気
になる施設」をモットーに運営してまいります。ご利用者にその日の目
標を立てていただき、それをサポートすることで自立を支援する取り組
みを行ってまいります。また、機能訓練室を増築して、運動機能の向
上にも努めていきます。特に、通所部門においては一日のメニューを
自己選択、楽しみながら身体能力の維持、あるいは向上につながるプ
ログラムを開発して、夢のある事業所の実現に向けて努力してまいり
ます。さらなるご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
新しい年は、大きな災害や事故もなく、安心・安全に過ごせる良い年
になることを願いますとともに、皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し
上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

理事長

山根 英明

新入職員のご紹介！

老健 栄養科
薮田 恵子
働き始めて、早1ヶ月た
ちましたが悪戦苦闘の
毎日です。早く慣れて、
おいしいご飯が提供出
来るよう頑張ります。

特養 介護士
車井初美
気配り、心配りを忘れず、
みなさんと笑顔で過ごせ
るように頑張ります。

特養 調理員
小浜明日香
まだまだ、なれないこと
ばかりですが、頑張りま
す。よろしくお願いしま
す。

１１月１７日に特養すこやかでは、毎年恒例となった秋祭りを行いました。
昨年と同様、長寿の方々など節目を迎えられたご利用者様の表彰を行い、これからも長生きされますようにと皆でお祝いを
しました。今年は、夕食をユニット毎に行うのではなく、全員で食べようということで、地域交流室で、ユニットの垣根を越えて、
触れ合うことができ、楽しく食事をすることができました。
食事の時にスクリーンで職員紹介を行い、改めて職員をご家族様に知っていただく機会となりました。職員の催し物として、
運動会で行った仮装をご覧いただき、ご利用者様もご家族様も楽しまれていました。また、廊下には、ご利用者様がドレス
アップした時の写真を掲示し、昔を思い出していただきました。「いい写真だなぁ。」という声もあり、喜ばれていました。風邪
の流行もあり、全員参加とはなりませんでしたが、参加された方々や、スタッフともども、楽しいひと時でした。

きたやま通信
きたやま通信
師走に入り、寒さ到来！！多機能では家族会を開催しました。ご利用者のこの半年の様子をスライドで紹介。きた
やまでの楽しそうな様子を見ていただくことができました。また職員のかくし芸を楽しみながら、暖かいおでんに舌つ
づみ♪まったりとした時間を過ごした後は家族様との意見交換を行い、日頃困っておられる事などを伺う事が出来ま
した。この家族会は年に2回行っております。またぜひお越し下さい♪
七理 章子

ｷｬﾝﾃﾞｨｰｽﾞ？

も登場♪
ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄに挑戦！！

手作り屋台なんですよ！

味も
本格的♪
和やかな食事会♪

新しい仲間を紹介しまーす
老健2階

１１月１８日家族会をしました。
お茶とお菓子で短かい時間ではありましたが、わきあい
あいとにぎやかな会となりました。
普段は聞けない家族の方の思いや意見もたくさん頂き
ました。また、認知症ケア専門士による勉強会を開き「認
知症」、「看取り」についての理解を深めて頂きました。

干し柿作り
柿作り
ケアハウス
ケアハウスの玄関にコンテナに入った西条柿が届きました。
（山根理事長からです。）
入居者の皆様から「今年は干し柿はせんだかえ」の声があっ
た直後のことでした。
ブルーシートを敷き皮むきの準備ができました。
「お手伝いお願いします」の一声でエプロン姿に早変わり、
各々に身支度をした入居者の皆様が勢揃い
（＾口＾）
「皮むきした数だけ食べるでぇ」「そんなこといけんわいな」
「これは大きいわ！名前を書こうか」など珍発言。
おしゃべりばかりで心配しましたが、いつの間にかコンテナ
の柿は皮をむかれてお湯につかり、ほんのり
・・・（＾＾）
今年は皆様のお陰で上手に出来ました。ケアハウスの玄関
を見てください！！ 美味しそうに（もう食べてもいいよ）と風
に吹かれています。

通所介護
デイサービスでは案山子作りに挑戦しました。
「服は何着ようかな～」
「顔は笑っとった方がええで」
などと、昔から馴染みのある案山子に皆さんの表情も真
剣でした。また、「名前をつけてあげないけんで～」
との声もあり、アンケートをとりました。その結果、「たろう」
と「あい」に決まりました。クリスマスも近いという事で、クリ
スマスの衣装を着てデイサービスで毎日、みなさまを笑顔
でお迎えしています。ぜひ、見に来てください。

ちょっとそこまで♪
ちょっとそこまで♪
老健３階
天気の良い日に近くのお家まで帰ってみました。
お家におられる頃からお庭のお手入れが好きだった利
用者さま。久しぶりにお庭を見られ、
涙を浮かべておられました。

お庭にはたぬきやカエルがおり「おかえりー」と待って
いてくれているようでした。
紅葉もちょうど
おかえりー♡
おかえりー♡
色づきはじめていました。

☆七草粥☆を食べよう！
七草粥 （ ななくさがゆ ）を、お正月 明けの1月7日に食べる風習がありますよね。
七草粥 の 由来 は、もともと中国の風習だったそうで「七日正月」と言われていた
中国では、お正月の7日後がひとつの節目となっていたため、七種類の野菜を汁
物で食べると邪気を祓えるという意味から七草を汁物で食べていたそうです。日
本には、その風習が平安時代に伝来して汁物からお粥へと形を変えて、今に受
け継がれてきた風習なんだそうです。

七草粥 の「春の七草」の意味
せり → 競り勝つ?
なずな → 撫でて汚
でて汚れを除
れを除く
ごぎょう → 仏体
はこべら → 繁栄がはびこる
繁栄がはびこる
ほとけのざ → 仏の安座
すずな → 神を呼ぶ鈴
すずしろ → 汚れのない清白
れのない清白

七草粥 は、7種類の野菜が入ったお粥
で春の七草 （上記画像）とは、セリ、ナ
ズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、
スズナ、スズシロ の7種。邪気を祓う！
ということで、七草粥 に入っているこれ
らの 春の七草 にはそれぞれ意味があ
るんですよ！

ちなみに、春の七草 全てを揃えて作るのは結構大変！…なので上記のうち、幾つかあり合
わせで作るケースのほうが多いようです。邪気を祓い、一年を健康に過ごせますようにと
願いを込めてながら、今年も頂きましょう。

感染性胃腸炎（ノロウイルス）の感染予防につい
医務科 田中理恵子
ノロウイルスは、１１月から４月にかけて多く発生する感染性胃腸炎の原因となるウイルス
です。感染力が非常に強く、ウイルス10個程度でも口から体内に入ることで感染します。保
育園や高齢者施設などで集団発生することがありますので、まずは手洗い・うがいをして
感染予防に努め持込まないようにしましょう。そして感染を最小限にすることが大切です。
◆ノロウイルスの主な症状：感染後、24～48時間で、おう吐、下痢、腹痛、発熱など。
◆感染経路：感染した人のおう吐物や便に触れた手によって人に運ばれることで感染。
◆ノロウイルスに感染したら
①手洗いが
①手洗いが大事
いが大事～外出後、トイレ後、調理や食事の前など石鹸と流水で丁寧に洗う。
大事
②排泄の介助、おう吐物の片付けは注意して行いましょう。汚染した床などは塩素系の
消毒液（アルコールは無効）で消毒します。マスク・手袋・ガウンを使用し、処理した後は必ず手を洗ってください。
③入浴は一番最後にします。お風呂に入る前にはおしりをきれいにしましょう。
④下着や汚れた衣類は塩素系の消毒液で消毒して洗濯しましょう。

この時期室温
この時期室温20度、湿度
時期室温 度、湿度60％前後
度、湿度 ％前後にし
％前後にし、空気
にし、空気の
、空気の入れ替えとこまめな水分補給
えとこまめな水分補給をしましょう
水分補給をしましょう。
をしましょう。

《特養すこやか
特養すこやか》
すこやか》
１１～
～１２月
１１
１２月の報告
11/11
米岡神社獅子舞保存会 様
11/14
華道教室 大前先生
11/17
秋祭り 巌流こぶし太鼓 様
12/12、26
華道教室 大前先生
１～２月の予定
華道教室 大前先生

≪老健・
老健・通所・ケアハウス
通所・ケアハウス≫
・ケアハウス≫
11～
～12月報告
月報告
11/6・11/23 オカリナ 木村様
11/13・11/19・11/30 スポーツ吹矢 木下様
11/27 国中保育所訪問（老健・特養）
12/5・12/20 オカリナ 木村様
12/13・12/19 スポーツ吹矢 木下様
12/26・12/29・12/31 松川太郎様
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 通所 岸本
0858-76-7600

※予定が変更になる場合がございます。

きたやまも大募集！！
0858-84-6220

11月7日、中国電力のボランティア
さんに、居室やリビングの電灯カ
バー、コンセントなどの清掃をして
いただきました。

《特養・
特養・多機能きたやま
多機能きたやま》
きたやま》
１１～
～１２月
１１
１２月の報告
11/5、11/19 、12/ 10、12/17
八田社中 様
11/8、11/22、12/16
木下真由美 様（スポーツ吹矢）
12/4 丹比小学校1年生
11/11 米岡神社獅子舞保存会 様
12/18 八東・安部保育所
１～２月の予定
木下真由美 様（スポーツ吹矢） 第２・４木曜日
八田社中 様 第１・３月曜日

