
　

　

福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具 ２２２２脚脚脚脚

ごごごご寄贈寄贈寄贈寄贈いただきましていただきましていただきましていただきまして

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。

大切大切大切大切にににに使使使使わせてわせてわせてわせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！

今年もやってきました！年に1度の夏祭り！

例年より１０日程早い梅雨明けとともに、厳しい暑さと局地的な
強雨が襲った今年の夏でした。

今年も、8月25日（日）にすこやか納涼祭を「笑おう！楽しもう！
盛り上がろう！」をテーマに、ご利用者、ご家族様をはじめ多くの
地域の方々、ご来賓のみなさまに参加していただき盛大に開催
することができました。
また、ボランティアとして、すばらしい演芸を披露していただいた
みなさま、小・中高生、専門学生、取引先のみなさまには、介助
支援や会場の準備から後始末までご協力いただきありがとう
ございました。
今後とも、地域に支えられ、地域に信頼される、人にやさしい
介護サービスをめざしてまいりますのでよろしくお願いします。
もう、空は秋の色。実り多い季節となることを祈ります。

天気が心配される中、たくさんの方々のご来場ありがとうございました！

社会福祉法人 や ず
〒680-0463 八頭郡八頭町宮谷１２３番地

TEL ０８５８(７６)７６００

FAX ０８５８(７２)０３０３

E-mail yazu@yazu-sukoyaka.or.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://yazu-sukoyaka.or.jp
編集 すこやか広報委員会
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新入職員のご紹介！

特養 調理員

田村 弘子

仕事を覚えるの

が大変ですが、な

んとか出来るよう

になりたいと思い

ます。よろしくお

願いします。

老健2階 看護師

西村 育美

笑顔を絶やさず

に一生懸命頑張り

ます。どうぞよろし

くお願いします。

特養 介護士

中村 優佑

７月から働かせ

ていただいてます。

まだまだですが、こ

れから少しずつ成

長していきたいと

思います。よろしく

お願いします。

本部 総務部長

森本 正孝

この度、総務部長に就任いた

しました。縁あって皆様と一緒

に働かせて頂きます。私自身、

微力ではありますが、当法人の

発展のため全力で行動をして

参りますので、何卒よろしくお願

い申し上げます。

特養 栄養士

青戸 絵美

利用者の方に、

おいしい食事を提

供できるよう頑

張っていきたいと

思います。よろしく

お願いします。



　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

※予定が変更になる場合がございます。

≪≪≪≪老健老健老健老健・・・・通所通所通所通所・ケアハウス・ケアハウス・ケアハウス・ケアハウス≫≫≫≫
６６６６・・・・７７７７・・・・８８８８月月月月のののの報告報告報告報告
6/22 白百合会様 6名 （大正琴演奏）
6/22 詩吟グループ様 4名（詩吟）
7/8・10・16 福祉理美容様、戸田様 5名

（美顔マッサージ、歌）
7/23 若葉台ハーモニカアンサンブル様 7名

（ハーモ二カ演奏）
7/17 国中保育所様 24名

（歌や踊りを披露して利用者様と園児がふれ合う）
7/23～26 ボランティア体験事業

（鳥取県社協）高校生3名
7/20～8/9 サマーボランティア（八頭町社協）

小学生18名 高校生2名
8/27 八田社中様 10名 （銭太鼓、踊り）
「多くのご参加ありがとうございました！」
９９９９月月月月のののの予定予定予定予定
9/6 コールやまびこ様 20名（コーラス）

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

《《《《特養特養特養特養・・・・多機能多機能多機能多機能きたやまきたやまきたやまきたやま》》》》

７７７７～～～～８８８８月月月月のののの報告報告報告報告

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）

９９９９～～～～１０１０１０１０月月月月のののの予定予定予定予定

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

すみれ会 様（大正琴）

きたやまも大募集!!

0858-84-6220

実年齢と脳年齢はまったく関係ないと言われています。その差が生じる原因は脳脳脳脳のののの使使使使いいいい方方方方

なのです。脳の若さを保つためには、多様な刺激を与えることが大切です。いろんなことに興

味をもって、積極的に生活することが脳に活力を与え、良い刺激を与え活性化につながるの

です。とくに新しいこと、普段やらないことにチャレンジし、脳に刺激を与えることが重要です。

たとえば、普段と違う道を歩いてみるとか、目を閉じて食事をしてみるとかでもいいのです。
忘れていけないのは適切な運動と睡眠をとることです。脳の老化を防ぐための睡眠時間
は７時間だそうです。睡眠をとり、精神と肉体の栄養補給をし、心の若さを保ちましょう。

秋の代表的な果物と言えば・・・そう！『梨』ですね。

９月初旬から中旬が食べごろの「幸水」や、我が鳥取県を代表す

る「二十世紀梨」、年越しの梨とも呼ばれ、日持ちのする「新興

梨」など品種によって収穫時期や味わいも様々です。今回は、

『梨』について、紹介しましょう。

【栄養】【栄養】【栄養】【栄養】

水分と食物繊維が豊富な果物です。水分が多い事もあり、体を冷やす効

果もあるので、疲労回復に効果あり。夏の暑さで疲れた体に、ぴったりの

果物です。
【選【選【選【選びびびび方】方】方】方】
二十世紀梨などの緑色の梨は、少し黄色っぽくなれば甘味が出た証拠。
皮に色つやがあり、重みがあるものを選びましょう。

様々な梨が出回っているこの時期！

色んな種類の梨を食べ比べてみませんか？（＾＾）

《《《《特養特養特養特養すこやかすこやかすこやかすこやか》》》》

７７７７～～～～８８８８月月月月のののの報告報告報告報告

7/10・24・8/22 大前安子様（華道教室）

7/15・8/19 仲川聖子様（ミュージックケア）

９９９９～～～～１０１０１０１０月月月月のののの予定予定予定予定

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

9/30 いづみ会 様

10/12 アンサンブル済美会 様



　　　　

きたやまきたやまきたやまきたやま通信通信通信通信

7月21日(日)家族会を行いました。
はじめに、ご家族も参加していただき３種類
のゲームを行いました。ご利用者・職員と共に
夢中になって楽しんでしまいました。ゲーム名
でもあった『5円(御縁)つながり』のごとく、家族
間、家族・職員間の絆が深まったのではないで
しょうか。
楽しいゲームの後は、普段きたやまで食べて
いただいている水羊羹等の手作りおやつを食
べていただきました。ご家族からも“とてもおい
しい”と喜んでいただきました。 本家 克子

特養では赤白の旗を作り、「赤白旗揚
げ」ゲームを楽しみました。
簡単な練習を行ってから、さあ本番！最
初は「赤上げて、白上げて」とテンポよく行
い、途中から「赤下げないで、白下げる。」
と少し難易度を上げました。上手く出来た
ご利用者は、満面の笑顔♪ スタッフの掛
け声に、大きな歓声を挙げられ、楽しい時
間を過ごされました。 沖田 昭秀

カレーライスをみんなで作って食べよう！レクリエーションを3、4丁目合同にて行い
ました。材料は職員、及び利用者様のご家族様からも提供して頂き、とれとれ新鮮な
具材が集まりました。カレーライス作りは朝の10時前から利用者様と職員の買い物
で始まり、じゃがいもの皮むき、人参の小口切りといった具材の下ごしらえ等を利用
者様にも手伝って頂き、じっくり煮込んだカレーができました。私も頂きましたが、新
鮮な具材とみんなの愛情と努力というスパイスが入っていて、素朴で味のある美味し
いカレーライスに仕上がっており、普段少なめにしか食べられない利用者様も、笑顔
でおかわりをされていました。

しかも、作ったのはカレーライスだけでなく、唐揚げ・サラ
ダと食卓を華やかにしており、こちらも利用者様から大好
評でした。また、頂いたスイカもおやつの時においしく頂き
ました。

頑張って
作りまし
た！



デイサービス
我がデイサービス元気道場では、現在道場破り者
約４０名おられます。 以前測定してから３ヵ月経ち、
ワクワクドキドキしながら新たに測定したところ、ほぼ
全員更に力がつき、測定前よりもとても元気になってお
られました。
理学療法士がそれぞれ一人一人の利用者にあった
メニューを計画し、皆様もとても生き生き、はつらつとし
て頑張っておられます。
測定後の成果をみて、「ごっつい力がついとるなあ～
頑張ってよかったなあ～」などと嬉しそうに、又は誇らし
げ？に嬉しそうに話されていました。
まさに！！元気道場ここにあり！！です！

老健 ２階

老健２階では、７月１４日（日）恒例の家族会を行い

ました。今年はご家族２６名に参加して頂き、栄養科

手作りの「あんみつ」を食べて頂きながら家族団らん

のひと時を過ごして頂きました。

利用者とご家族の写真撮影や、すこやか入所時の

注意事項など、資料を配布して説明させて頂きました。

最後に職員のリコーダ演奏による「ふるさと」の大合

唱で閉会しました。今年も大いに盛り上がりました。

ケアハウス
猛暑続く８月６日、恒例になったケアハウスビアホールを

行いました。まず、入居者の皆様がお元気であることに乾杯

をし、暑さの中で冷たい飲み物（ノンアルコールでごめんなさ

い）を職員も一緒になっていただきます。バイキングの食事

に皆様の笑顔があり食欲旺盛「おいしい！毎日でもいいな

あ」の声、笑顔が絶える事がありませんでした。
理事長より「皆さん、元気で長生きして下さい」のお言葉、
入居者一人ひとりに声をかけて頂き、なお一層元気がでたと
の声もありました。
また、今回は特別ゲストのギター演奏、ハーモニカ、さらに
は歌ありで、会場が一気に盛り上がりました。カラオケが始
まると、一層盛り上がりも頂点となり、歌声が会場いっぱい
に！時間の過ぎるのがいつもよりも早く感じました。入居者、
職員のひとときでした。

夏はこれだね!！

老健 ３階
６月吉日、３階で家族会を行いました。

皆さんおやつの和菓子を食べながら、家族の方
同士や利用者様同士で会話を楽しんでおられ
ました。また、今年は家族の方に利用者様が快
適にどの様に過ごされているのか、ふれていた
だくために、施設見学を行いました。 普段見ら
れることのない場所も見学することができ、家族
の方も「へえー、こんなところなんだなあ」と楽し
んで頂けたようでした。

家族会を開催しました
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場
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場
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場
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