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編集 すこやか広報委員会

今年の夏も、各地で竜巻の発生などの異常気象と
気温３５度以上の猛暑日が続くなど大変暑い夏でした。
島根県や山口県では、度重なる豪雨災害が起き大変な
状況であります。お見舞い申し上げます。
社会福祉法人やずでは、７月１５日の大雨と落雷で
４時間にも及ぶ停電になり、通所介護事業所と通所
リハビリを中止するなどの影響が出ました。この教訓を、
今後の大雨や停電に備えていきたいと強く反省している
ところです。
また、８月２５日に開催いたしました「すこやか納涼祭」
には、家族や地域、ボランティアの多くの方々に参加し
ていただきありがとうございました。今年の夏の暑さも、
彼岸を境に朝夕めっきり涼しくなり、一日ごとに秋の色
が濃くなってきました。
さて、老人の日９月１５日から２１日までの老人週間に
おいて、それぞれの施設で敬老会を行い、歌やゲーム
をしたり祝詞をお渡しするなど楽しい時間を過ごしていた
だきました。これからも皆様が、お元気で過ごされますよ
う職員一同力を合わせて、お手伝いさせていただきます。
爽やかな秋晴れの日が続く収穫の季節、実り多きことを
願っております。

職員の高橋正太郎さん表彰を受ける！！
９月２０日には、長年の業績が称えられ
「高齢・障害・求職者雇用支援機構
理事長努力賞」の授与がありました。

おめでとうございます！！

新入職員のご紹介！
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今、旬の食材の一つ“秋刀魚”
秋のスーパーには旬の食べ物がたくさんありますね♪
そして、秋の魚といえばやはり秋刀魚！！秋刀魚は秋の味覚として、ただ美味しいだけではなく健康に良
い栄養素をたくさん含んでいます。
●秋刀魚に含まれる栄養素
・ＥＰＡ(エイコサペンタエン酸)：血液をサラサラにし、血栓を予防する作用があります。
･ＤＨＡ(ドコサヘキサエン酸)：脳に良い栄養素として有名ですね。脳に行き渡り酸素や栄養素を全体に送り
ます。さらに、体内の悪玉コレステロールを減らす作用もあります。
旬だからおいしいとはいえ、より美味しそうなものを食べたいですよね？
そこで、おいしい秋刀魚の選び方とは…
秋刀魚のおいしさは、『脂がのっているか』『新鮮かどうか』の２点。
・脂がのっている秋刀魚→体が太っている。
・新鮮な秋刀魚→口の先が黄色くなっている。
皆さん、スーパーで秋刀魚を購入する際はこの２点に注目してみて下さい☆
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１０月の報告
9/27 コールやまびこ（代表 石破様）
コーラス（童謡・唱歌）
10/17 大御門保育所へ訪問（利用者４名）
歌・踊り・お手玉遊び等
10/22 中私都保育所へ訪問（利用者４名）
歌・踊り・お手玉遊び等
10/25 大江・船岡保育所 デイサービスに来所
踊り・歌
9/24・10/4・10/29
スポーツ吹き矢
11月以降
11月以降の
月以降の予定・・・
予定・・・未定
・・・未定

《特養すこやか
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すこやか》
９～１０月
１０月の報告
9/11・25・10/9・23 大前安子様（華道教室）
9/16・10/28 仲川聖子様（ミュージックケア）
9/28 郡家東地区踊りボランティア
9/30 いづみ会 様
10/12 アンサンブル済美会 様
10/21 鈴の音会 様
１１～
１１～１２月
１２月の予定
大前安子様（華道教室）第2・4水曜日
仲川聖子様（ミュージックケア）第3月曜日
11/10 米岡神社麒麟獅子舞 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 老健 岡崎
0858-76-7600
きたやまも大募集!!
0858-84-6220
※予定が変更になる場合がございます。
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１０月の報告
八田社中 様
木下真由美 様（スポーツ吹矢）
山本和代 様（お話相手）
谷口美恵子 様（お話相手）
個人ボランティア1名（お話相手）
福祉理美容 様
千代水地区公民館 様
月見会
八田社中 様
Do-Hip 桜道里 様
八東平成太鼓 様
一つ山を愛する会 様
八頭消防若桜出張所 様
北山婦人会 様
敬老会
琴城流大正琴白百合会 様
１１～
１１～１２月
１２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
山本和代 様 毎週火・金曜日
谷口美恵子 様 毎週火曜日
個人ボランティア1名

10月16日に特養すこやかで第２回大運動会を開催しました。地域交流室で行い、ユ
ニット毎にハチマキの色を揃え、笑顔いっぱいで応援されました。魚釣り・パン食い競
争・マシュマロ探し・玉入れ・二人三脚をしました。利用者様はもちろんですが職員も本
気になっており、いい汗を流しました。皆さん楽しいひと時を過ごされました(^^)

9月21日に月見会を行い、ご利用者・ご家族様をはじめたくさんの地域の方々に参加していただきました。当
日は、天候に恵まれ大変過ごしやすい中での開催となりました。
今回は、例年以上にボランティアの方には踊り等の演技から、屋台のお手伝い等まで様々な形でたくさんの
方々に協力いただき感謝いたしております。職員も、傘踊りの披露や月見団子作成等出来る限りのことをして、
皆様に楽しんでいただきました。
今後とも、地域との関わりも大切し、利用者様には満足していただけるよう取り組んでいきたいと考えておりま
す。ありがとうございました。

百歳おめでとうございます
百歳
おめでとうございます

デイサービス秋
デイサービス秋の大運動会
デイサービス

老健２階
老健２階では坂本静子様、大久保雪子様が大正２年
生まれで今年、満百歳です。
８月３０日坂本静子様の誕生日には八頭町から寿詞
などの贈呈がありました。ご家族も集まられ、みなさん
でお祝いされました。
また、９月１２日、お２人には内閣総理大臣からの祝
賀状と記念品が贈られました。
いつまでもお元気で。百歳、万歳！！

ケアハウス敬老会
ケアハウス敬老会
ケアハウス

９月１６日、敬老の日、今年度は入居者６名の方が米
寿を迎えられました。
理事長より祝賀状と一人ひとりにお祝いのことば。
「苦しい時代に生きてきた皆様、長生きをしてくださ
い。」
「皆様が、元気で生活していただくことが何よりの喜び
です。」と祝辞をいただきました。
テーブルにはお祝いのおまんじゅう、玄関ホールには、
赤い毛氈のお茶席、午後の陽ざしのゆったりとした雰囲
気の中でのお抹茶の味、一層おいしかったことでしょう。
皆様の楽しみでもあるカラオケも始まり食堂いっぱい
に手拍子、一緒に口ずさむ人あり、敬老会の会場はカ
ラオケへと早代わり、次から次へと絶えることなく曲が流
れ、楽しい時間（極楽）は、早く過ぎると
皆様が満足の一日でした。

デイサービスでは１０月１４日から１９日の間、
秋の大運動会を実施しました。
赤チーム、白チームに分かれ、頭にはハチマキで気
合十分！！
競技は貝殻節、玉送りリレー、応援合戦、玉入れと盛
りだくさん！
中でも貝殻節は皆様馴染みある踊りで、
デイサービスルーム内は更に盛り上がりました。
利用者と職員が一致団結し、
笑いの止まらない運動会と
なりました。

3階 敬老会
老健 ３階
９月吉日、３階では敬老会を行いました。
ゲストにウクレレ奏者の、ウクレレみよ子さん、森本
部長によるハーモニカ、ギター演奏を披露して頂き、
皆さん、歌や演奏にうっとりと聞き入っておられました。
知っている曲があれば一緒に歌を歌い、とても楽しい
時間を過ごすことができました。
お祝いの花束をもらった方々も、涙を流して喜ばれた
方もおられました。これからも、元気で長生きしてくださ
いね！

