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編集 すこやか広報委員会

食中毒予防の３原則と熱中症予防
今年の夏を元気に乗り切りましょう！
紫陽花の花が、赤・紫・青と色を深めております。
中国地方は、平年に比べ１１日、昨年より１２日早い５月２７日に梅雨入りとなりました。
梅雨明けは、平年で７月２１日ごろですが、梅雨入りが早かった今年はどうでしょうか？この時期に心配
されるのが食中毒と熱中症です。食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、
体内へ進入するこのによって発生します。食中毒を防ぐためには、細菌などを食べ物に「つけない」、
食べ物に付着した細菌を「増やさない」「やっつける（殺菌）する」という３つのことが原則となります。

「つけない」洗う！
手にはさまざまな雑菌が付着しています。食中毒の
原因菌が食べ物に付かないように、必ず手を洗いましょう！

「増やさない」低温で保存する！
細菌の多くは、高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、１０℃
以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス１５℃以下では増殖が停止
します。しかし、冷蔵庫を過信せず早めに食べることが大事です。

「やっつける」加熱処理！
ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅しますので、肉や
魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は
中心までよく加熱することが大事です。
また、熱中症
また、熱中症を
、熱中症を予防するための
予防するための対策
するための対策として
対策として
◎ 体調を整え、睡眠不足や風邪気味など体調の悪いときは暑い日中の外出や運動は控えましょう。
◎ 通気性のよい服装で、外出時は必ず帽子をかぶるようにしましょう。
◎ 日頃からしっかり必要な水分を補給していれば脱水は防ぐことができます。外出やレク活動、お風呂の後
にはたっ ぷり水分補給をしましょう。

皆様が
皆様が、これからの時期
これからの時期を
時期を元気で
元気で過ごされますことを願
ごされますことを願っています。
っています。

新入職員のご紹介！

きたやま 施設長
野田 一博
5月1日付できたやま施
設長に就任いたしました。
はなはだ微力ではござ
いますが職務に専心努
力し、ご利用者、ご家族、
地域の皆様のお役に立
てればと存じます。ご指
導、ご鞭撻のほど宜しく
お願いします。

特養きたやま
特養 介護士
介護士 木下ひとみ 衣笠いづみ

老健２Ｆ 介護員
松本純子
遅咲きながら、介護に

老健栄養科
調理員
山根智樹

笑顔を絶やさず、皆
慣れない事ばかり 携わらせて頂く事になり
さんに楽しく安心して
皆様に美味しい
ですが、一生懸命頑
過ごしていただけるよ 張ります。よろしくお ました。がんばりたいと 料理を食べてもらえ
るよう、がんばりた
思ってますので、どうぞ
うに勤めさせて頂きま 願いします。
いと思います。
す。よろしくお願いしま
宜しくお願いします。
す。

一生懸命
がんばります！
がんばります！

7月
月といえば七夕。牽牛
といえば七夕。牽牛と
七夕。牽牛と織女が
織女が年に一度、天の
一度、天の川を渡り、逢瀬をはたすのです
、逢瀬をはたすのです。
をはたすのです。
七夕 の夜は満点の
満点の星空を
星空を願って、
って、いつものそうめんに型抜
いつものそうめんに型抜きお
型抜きお星様
きお星様をちりばめたメニューにして
星様をちりばめたメニューにして
みてはいかがでしょうか？
みてはいかがでしょうか？
〇そうめんは川
そうめんは川の流れのように盛
れのように盛り付けると良
けると良いでしょう♪
いでしょう♪
〇薄焼き
〇薄焼き卵を焼き、星形に
、星形に抜きます。
きます。 オクラも輪切
オクラも輪切りにすれ
輪切りにすれ
ばお星
ばお星さまの形
さまの形になります！星形
になります！星形の
！星形の卵と飾って満点
って満点 の
星空にしてみるのもいかがでしょうか
星空にしてみるのもいかがでしょうか☆
にしてみるのもいかがでしょうか☆
また、短冊
また、短冊に
、短冊に願い事を書いたら、空
いたら、空を
、空を見上げてみませんか
見上げてみませんか？
げてみませんか？
星をながめることが少
をながめることが少ない方
ない方にとっては、七夕
にとっては、七夕はよい
、七夕はよい機会
はよい機会です
機会です♪
です♪

質問： 湿布は
湿布は、冷たい
、冷たい湿布
たい湿布と
湿布と温かい湿布
かい湿布と
湿布と、
どちらを貼
どちらを貼ったら良
ったら良いの？
いの？

答え： 冷湿布
冷湿布にはメントールなどのスーッとする
にはメントールなどのスーッとする成分、温湿布
にはメントールなどのスーッとする成分、温湿布に
成分、温湿布に
はトウガラシに似
はトウガラシに似た成分、カーッとする
成分、カーッとする感
カーッとする感じ、しかしどちら
も効果は
効果は同じ、消炎鎮痛により
、消炎鎮痛により炎症
により炎症を
炎症を改善させて
改善させて痛
させて痛み
が楽になるということ。
になるということ。
結論！「お
結論！「お好みの方
みの方をどうぞ」
をどうぞ」ということですが、
ということですが、トウガラシ
はかぶれることがあるので、
はかぶれることがあるので、まず最初
まず最初は
最初は、冷湿布の
、冷湿布の方
をおすすめしています。
をおすすめしています。

≪老健・
老健・通所・ケアハウス
通所・ケアハウス≫
・ケアハウス≫
５～６月報告
5/11 グリーンパラソル（代表 岸本みゆう様）
７名（オカリナ演奏）
6/13・29 木村 育子様（オカリナ）
6/12・25 木下 真由美様（スポーツ吹矢）
6/28 中原 美幸様（歌と演奏）
７月以降のボランティア
月以降のボランティア予定
のボランティア予定
7/17 国中保育所来所（２階予定）
7/23 若葉台ハーモニカアンサンブル
（代表 中村 宏子様）
7/20～8/28 サマーボランティア（人数は未定）

《特養すこやか
特養すこやか》
すこやか》
5～6月の報告
5/20, 6/17 中川聖子 様（音楽療法）
5/28
若葉台ハーモニカ 様
5/29,6/26 大前安子 様（華道教室）
6/12
鈴の音会 様
7～8月の予定
大前安子 様（華道教室） 第２・４水曜日
中川聖子 様（音楽療法） 第３月曜日
きたやまも大募集!!
0858-84-6220

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

《特養・
特養・多機能きたやま
多機能きたやま》
きたやま》
５～６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）
個人ボランティア１名（お話相手）
７～８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 第１・３月曜日
山本和代 様 毎週火・金曜日
※予定が変更になる場合がございます。

ステージに「すこやか神社」が祀られ、大きな鳥居
も設置され、小さい頃に楽しまれた縁日を再現させ
て頂きました。出店も「たい焼き」「わた菓子」「かき
氷」など．．．

はいったで～！
美味しいですなぁ
皆様がそれぞれお好きなもの、食べたいものを手にされて
「ええなぁ」と楽しんでおられました。
ゲームでは輪投げなどおおきな歓声が上がるほど盛り上りがっ
ておりました。バルンアートマンも現れ、会場の雰囲気を一層
盛り上げており、みなさま楽しく喜んでおられました。

きたやま通信
きたやま通信
砂の美術館、今年のテーマは｢砂で世
界旅行・東南アジア編｣。砂像は気になり
ますが、まずは腹ごしらえ♪レストランに
て楽しく食事をし、満腹になった所でいよ
いよ砂像の旅です。｢初めて見た。｣｢立
派な作品で凄く良かった。｣の声があちこ
ちから聞かれ、東南アジアの旅をたっぷ
り満喫されたようでした。
この他に鳥取博物館、河原城に出掛
けられたグループもあり、それぞれの場
所でいろんな思い出作りができました。
本家 克子

6月16日（日）午後、きたやま交流室で、
『特養家族会』を開催しました。
ご入居者・ご家族様が、のど自慢（カラオ
ケ）や喫茶をしながらの歓談を楽しまれま
した。のど自慢では、ご入居者やご家族
様が自慢の歌を披露され、会場は楽しい
雰囲気に包まれました。喫茶では、『マン
ゴープリン』をはじめ、おいしいお菓子と飲
み物が用意され、歓談のひと時を楽しま
れました。
沖田 昭秀

小崎画伯の絵画教室!!
デイサービス
老健 ２階
２階には、ぐるりと１周広いベランダがあります。天気
の良い日にはそのベランダで、より楽しい時間が過ご
せるようにと思い、プランターに色とりどりの花を植えま
した。花の周りには自然と人が集まります。草取りをし
たり、花をながめたり、「きれいだなぁ、花はええなぁ」と
プランターの周りはいつもにぎやかです。

ケアハウス「喫茶とカラオケ」
ケアハウス
玄関を一歩入ると食堂からは素晴らしい歌声が
聞こえてきます。 ケアハウスでは、毎週火曜日と
土曜日の午後「喫茶とカラオケ」を楽しんで頂いて
います。
おやつを食べながら飲み物を飲んで（お酒じゃ
ないのが少し残念）お気に入りの曲を気持ち良さ
そうに歌われます。
歌を歌われなくても、聞く方あり、雰囲気を
楽しむ方あり、参加者多く皆さんの交流の場にも
なり、楽しみのひとつになっています。

デイサービス職員の小崎さんの描く似顔絵は、職
員・利用者様共に大絶賛！
そこで、小崎画伯に絵画教室を開いてもらいました。
この日のテーマは、今が旬のそら豆！ 「上手に書
けるだろうか・・・」 「なんだぁ～緊張するなぁ～」 な
どと言われながらも顔は真剣そのもの！
小崎画伯のやさしく分かりやすい指導のもと、皆さ
ま熱心に描かれました。
とても初めてとは思えないこの絵を、
さぁ～ご覧ください！！

回転寿司に行ってきました！

老健 ３階

お昼を食べに、回転寿司に行ってき
ました！ 自分の好きな物を選んで、
おいしく召し上がる事ができました。
「また行きたい」という声もあり、
とても楽しんでおられたようです。

