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オールジャパンケアコンテストの
認知症部門 奨励賞を、
職員の下根悠子さんが受賞しました！

ケアハウス 寮母
矢部 春子

特養 介護士
西村 好生

「人を大事にする」をモッ
トーに一人ひとりに心のこ
もった介護を提供していき
たいと思います。宜しくお願
いします。

一日でも早く皆様のお役
に立てるよう努力してまいり
ますので、よろしくお願い致
します。

常に笑顔を絶やさず、
日々仕事に取り組んで行
きたいと思っています。至
らない所は多々ありますが
よろしくお願い致します。

〒680-0463 八頭郡八頭町宮谷１２３番地
TEL ０８５８(７６)７６００
FAX ０８５８(７２)０３０３

編集 すこやか広報委員会

新入職員のご紹介！

ケアハウス 調理員
小川 真由子

社会福祉法人 や ず

多機能きたやま 介護士
平口 恵子

まだまだ分からないことが
たくさんあり、皆様にご迷惑
おかけしますが、早く仕事を
覚えて、信頼して頂けるよう
一生懸命頑張っていきます。
どうぞ宜しくお願いします。

この度は栄誉ある賞
を頂きまして、誠にあり
がとうございます。コン
テストに参加し、認知
症ケアの奥深さを改め
て痛感しました。今後も
一つ一つのケアに真心
を込め質の高いサービ
スを提供できる介護士
を目指し、日々精進し
ていきたいと思います。

免疫力をアップして風邪予防
～風邪予防に欠かせない栄養素とは～
日に日に寒さが厳しくなっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？
この時期は、空気が乾燥し風邪を引きやすい季節です。
そこで、今回は風邪予防に欠かせない栄養素を少し紹介したいと思います。

◎ビタミンC
ビタミン
ビタミンCは、体の免疫力を高めてくれるので、風邪予防に効果的と
言われています。果物に多く含まれていますが、今の時期だと、ミカン
なんかお勧めですね。

◎ビタミンA
ビタミン
ビタミンAは、粘膜の形成や保護に欠かせないビタミンで、鼻や喉の
粘膜から風邪のウイルスが侵入するのを防いでくれます。牛乳・レ
バー・緑黄色野菜などに多く含まれています。

この寒い時期、バランスの良い食事を食べる事も大切ですが、
手洗い・うがいも忘れないで下さいね（＾＾）

寒さに負けずに、この冬を乗り切りましょう！

インフルエンザに
感染しないために
イ ン フ ルエン ザは、インフルエンザウイルスを原因として急な発熱を特徴とする呼吸器感染症
ザ
です。患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことなどで感染します。
感染予防対策のポイントは手洗い・うがい・咳エチケット（マスクをする、咳・くしゃみの後は手
洗いや消毒をするなど）です。感染を拡大しないために、患者とは別の部屋で過ごし、看護する
人は部屋に入らないこと、ドアノブ・部屋のスイッチ・トイレなどを清潔のする、部屋の換気をして、
適度な湿度を保つようにしましょう。タオルや食器の共有を避け、環境清掃を心がけましょう。

人ごみに出
ごみに出るときのマスクの着用
るときのマスクの着用・
着用・外出後のうがい・こまめな
外出後のうがい・こまめな手洗
のうがい・こまめな手洗い
手洗い、
日ごろの感染予防策
ごろの感染予防策を
感染予防策を！

ボランティアさんありがとうございます！！
ボランティアさんありがとうございます！！
≪老健・
老健・通所・ケアハウス
通所・ケアハウス≫
・ケアハウス≫
１１～
～１２月
１１
１２月の報告
１１/２７ 山田 稔哉様（落語）
１２/6

お楽しみ会
たから保育所 様
ミュージックベルの会 様

1月以降の
月以降の予定・・・
予定・・・決定次第、
・・・決定次第、お
決定次第、お知らせ致
らせ致します。
します。

楽しい時間を披露して頂き、
ありがとうございました！！

※予定が変更になる場合がございます。

《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
11/13 大前安子様（華道教室）
11/18・12/16 仲川聖子様（ミュージックケア）
11/10 米岡神社麒麟獅子舞 様
11/23 清水民子社中 様
11/26 若葉台ハーモニカ 様
１～2月の予定
仲川聖子様（ミュージックケア）第3月曜日

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
きたやまも大募集!!
0858-76-7600
0858-84-6220

《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
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）
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 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

もちつき大会決行
もちつき大会決行!!
大会決行!!

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
すこやかで、
すこやかで、

12月12日、雪がちらちら舞うなか、恒例のもちつき大会が行われ、室内は熱気と活気
にあふれていました。男性職員により力強いもちつきにご利用者様も負けずに「よい
しょ！よいしょ！！」と掛け声も大きく、力強く、元気にかけておられました。もちつき
が終わった後、「いいもちができた」と喜んでおられました。
早くこいこいお正月♪♪

きたやま通信
きたやま通信

11月下旬、3日間に渡り紅葉ドライブに出掛
けました。
車の窓から広大に色付いた山々や、だいだい
色に染まった柿畑を眺めながら中山展望台へ。
亀の形をした「亀石」。“話は聞いたことあるが、
見るのは初めて。”と喜ばれる方もありました。
山を下りる際、なんと山に虹が架かったグ
ループも♪“今日は良い日になった。”と喜びの
声も聞かれました。
毎月いろいろな行事を行ってきました。今年
は更に、みなさんに喜んでいただけるよう、職
員一同はりきっています！

先日、丹比小学校３年生との交流会が開催され、
子どもたちと楽しい時間を過ごしました。
劇では子どもたちの演技がとてもかわいらしく、
みなさん拍手喝采♪茶摘歌で手遊びもいっしょに
しました。そのあと、きたやまでいつも食事の前に
しているリハビリ体操を、子どもたちといっしょに
やってみることに。いつもの体操も“こりゃあ元気
が出るわ”と笑顔でばっちり♪
短い時間でしたが、子どもたちとのふれあいで
心もかなりリフレッシュされたひと時となりました。
ほんと、子どもたちの力ってすごい！！

お楽しみ会
しみ会

私が飾りになっちゃった
デイサービス

老健 ２階
１２月６日、八東のハンドベルの会の皆さんとたから保
育所の園児をお招きし、お楽しみ会が盛大に行われま
した。
老健２階からも２７名の利用者が参加され、きれいな
ハンドベルの音に癒され、園児の歌や踊りに元気をたく
さん頂きました。
演技の終わりには、お礼として利用者より演者の皆さ
んにクリスマスプレゼントを贈らさせて頂きました。
「また来てつかあさい」などの言葉も聞かれ、笑顔いっ
ぱいの楽しいひとときを過ごすことができ、思いでに残
る一日となりました。

今年のデイサービスの
ツリーは、利用者さんの
顔写真が飾りとなり、
笑顔いっぱいの
見事な ”笑顔ツリー”
が完成しました。
カメラを向けると、
恥ずかしながらも
みなさん最高の笑顔で
ハイ、チーズ！！
”ツリーの飾りになる
なんて思ってもみん
かったわー””恥ずかしい
けどなんだか嬉しいなぁ～”
などと、大満足の様子。
笑顔の集結したデイサービスのツリーは
電光いらずの最高の輝きをみせてくれました。

干し柿つくり
ケアハウス
ケアハウスの玄関先、冷たい風のなか、美味しそうに 干
し柿がゆれています。今年も理事長より干し柿用にと 西条
柿が届きました。
入居者の方に「干し柿をつくります。皮むきをお願いしま
す」の声をかけると「早くしようで、柔らかくなるといけんけえ」
「みんなで食べれるなあ」とあちこちから声が聞こえてきました。
玄関ロビーにブルーシートを敷き準備をすると、男性、
女性も一人二人と集まり、女性はエプロン姿の方もありました。
コンテナいっぱいの柿もいつしかオレンジ色の肌。次は職員
の出番である。１０個の連にして熱いお湯に入り、そのあとは、
風通しの良い場所へ。それから１ヶ月以上・・・
入所者の皆様の仕事（？）が増えました。干し柿の当番です。
「いい色になったなあ」「そろそろ食べれるかなあ」
「固くならんうちがええで、いつ食べる、今でしょ」なんて今年
の流行語も飛び出します。もう少し、もう少しの間、風にゆれ
ているのを眺めていましょう。そうしたら美味しい干し柿がい
ただけます。
「いただきまーーす！」

老健 ３階
外出レクリエーションで本人の希望により家族様
と一緒に一時帰宅されました。
久しぶりの帰宅で嬉しさのあまり、涙を流す姿が見ら
れ、とても喜んでおられました。
また近所の方とも会うことができ、本人様は「ありが
とう、ありがとう」と久しぶりの再会にとても明るい表
情をされ、楽しんでおられました。

