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『笑『笑『笑『笑うううう』』』』ことのことのことのことの大切大切大切大切ささささ

介護の世界に身を置くようになって、はや13年ほどになります。私はもともと『笑う』ということが大好きな人間
ではありますが、長年介護の仕事をしていると、介護現場において、『笑う』ということの大切さを日々感じます。
社会人としてデビューした当初の私は、介護とは全く接点のないサービス業に従事しておりました。24歳の頃
に介護士に転職し、気がつけば介護の世界にどっぷりと浸かっております。今にして思えば、こんなにも長く介
護の世界にいられたのは、私自身が『笑う』という習慣を自然に身につけていたからなのかと思います。

以前、介護の仕事は３K（きつい、汚い、給料が安い）と言われ、とても離職率の高い職種でした。今でこそ介
護の職につく人口は増えてきましたが、依然として離職率の高い職場といわれています。しかし、私は介護ほ
ど面白い仕事はないと思っています。以下に私が普段行なっていること、心がけていることを記しますので、参
考にしていただけたら幸いです。

１．毎日最低でも1回以上（ちなみに私は数十回）は必ず冗談を話す。
２．認知症の方の変わった行動をマイナスに捉えずプラス(前向き)にとらえ、両者の間で笑い話にする。

（もちろん失礼の無いように、最大限の配慮をした上でですが･･･）
３．利用者さんに「あんたぁ、また、あほぅげな事言って」と言われることや、笑われることを、最大級の褒め言

葉を考える。
４．とりあえず無理やりにでも笑ってみる。

以上が私の日々心掛けている事であります。介護は大変な事が多い仕事だと思います。また、それ以上に
在宅で介護をされているご家族様のご苦労は、私たちの比ではないと思います。「介護は大変」だからこそ、
日々『笑う』ということが大切なのだと思います。

『笑う』ことは健康にも良いと何かのテレビでも言っていました。そして、どうにもならない事はどうにもならな
いと真摯に受けとめ、悩みてまず『笑い』に変えてしまった方が良いのではないでしょうか。

『笑う』ことで少しでも皆様の人生が楽しい、有意義なものになって欲しいと思います。

介護老人施設きたやま
施設長 山 根 竜 二



　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

「ロコモティブ シンドローム」とは、運動器（筋肉・骨・関節など）の障害のため

に移動機能が低下した状態移動機能が低下した状態移動機能が低下した状態移動機能が低下した状態をいいます。 進行すると介護が必要となるリスク

が高くなります。

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！！！！！！！！

※予定が変更になる場合がございます。

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
きたやまも大募集!!

0858‐84‐6220

《特養《特養《特養《特養すこやかすこやかすこやかすこやか》》》》

９９９９～～～～１０１０１０１０月月月月のののの報告報告報告報告

9/9 若葉台ハーモニカ 様

10/8 大御門保育所 様

10/20 仲川聖子 様（ミュージックケア）

10/22 国中保育所 様

１１１１１１１１～～～～１２１２１２１２月月月月のののの予定予定予定予定

仲川聖子 様（ミュージックケア）第3月曜日

11/9 米岡神社麒麟獅子舞保存会 様

11/12 宝田みどり 様

11/15 我龍天晴 様

《《《《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》》》》

９９９９～～～～１０１０１０１０月月月月のののの報告報告報告報告

木下真由美 様（スポーツ吹矢）

山本和代 様（お話相手）

山根美津子 様（お話相手）

八田社中 様

月見会月見会月見会月見会のののの報告報告報告報告

八田社中 様 北山婦人会 様

Ｄｏ－Ｈｉｐ桜道里 様 新興寺白百合会 様

１１１１１１１１～～～～１２１２１２１２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金曜日

八田社中 様 第１・３月曜日

山本和代 様 毎週月・金曜日

山根美津子 様 毎週水曜日

ロコモティブロコモティブロコモティブロコモティブ シンドロームについてシンドロームについてシンドロームについてシンドロームについて

≪≪≪≪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≫≫≫≫

９９９９～～～～１０１０１０１０月月月月のののの報告報告報告報告

9/9 船岡地域保育所 様 （敬老会）

9/29 木村育子 様 （オカリナ）

9/30 ・10/6・30 木下真由美 様 （スポーツ吹矢）

10/5・12・19・26 大谷和子 様

10/17 オリーブの会 様

10/20 トマト☆とまと 様

10/21 八田社中 様

10/23 白百合会 様

１１１１１１１１～～～～１２１２１２１２月月月月のののの予定予定予定予定

11/13 木村育子 様 （オカリナ）

日程未定 木下真由美 様 （スポーツ吹矢）

12/22 クリスマス会

チェックしてみましょうチェックしてみましょうチェックしてみましょうチェックしてみましょう！！！！

□ 片足立ちで靴下がはけない

□ 家の中でつまずいたり滑ったりする

□ 階段を上がるのに手すりが必要

□ 布団の上げ下げなどのやや重い家事

が困難

□ 約2㎏の買い物（１ℓの牛乳パック２本

分）を して持ち帰るのが困難

□ 15分くらい続けて歩けない

□ 横断歩道を青信号で渡りきれない

予防予防予防予防するためのするためのするためのするための運動運動運動運動はまずこのはまずこのはまずこのはまずこの２２２２つつつつ！！！！

ひとつでもひとつでもひとつでもひとつでも当当当当てはまればてはまればてはまればてはまれば要注意！要注意！要注意！要注意！

さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも

秋秋秋秋のののの旬旬旬旬なななな食材。食材。食材。食材。さつまいもはとてもさつまいもはとてもさつまいもはとてもさつまいもはとても体体体体にににに良良良良いいいい食材食材食材食材ですですですです。。。。

さつまいものさつまいものさつまいものさつまいもの効能効能効能効能はははは、、、、ほかのほかのほかのほかの芋芋芋芋にににに比比比比べカルシウムがべカルシウムがべカルシウムがべカルシウムが多多多多くくくく含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。またまたまたまた、、、、コレステロールやコレステロールやコレステロールやコレステロールや血圧血圧血圧血圧をををを下下下下げるげるげるげる効効効効

果果果果のあるのあるのあるのある食物繊維食物繊維食物繊維食物繊維をををを豊富豊富豊富豊富にににに含含含含んでおりんでおりんでおりんでおり、便秘予防、便秘予防、便秘予防、便秘予防にもなりますにもなりますにもなりますにもなります。。。。そのそのそのその他、若返他、若返他、若返他、若返りのビタミンといわれるビタミンりのビタミンといわれるビタミンりのビタミンといわれるビタミンりのビタミンといわれるビタミンＥ、美Ｅ、美Ｅ、美Ｅ、美

肌効果肌効果肌効果肌効果やややや抗酸化力抗酸化力抗酸化力抗酸化力でででで生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの予防予防予防予防のののの働働働働きをするビタミンきをするビタミンきをするビタミンきをするビタミンCなどなどなどなど、美容、美容、美容、美容にもにもにもにも効果的効果的効果的効果的なななな食品食品食品食品ですですですです。。。。

さつまいもごはんさつまいもごはんさつまいもごはんさつまいもごはん
材料材料材料材料 調味料調味料調味料調味料
・お・お・お・お米米米米・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２合合合合 ・・・・酒酒酒酒・・・・・・・・・・・・大大大大さじさじさじさじ２２２２
・さつまいも・・・さつまいも・・・さつまいも・・・さつまいも・・１１１１本本本本 ・みりん・・・・みりん・・・・みりん・・・・みりん・・・大大大大さじさじさじさじ１１１１
・・・・塩（塩（塩（塩（さつまいもをつけるさつまいもをつけるさつまいもをつけるさつまいもをつける用）用）用）用）・・・・・・・・・・・・大大大大さじさじさじさじ１１１１ ・・・・塩塩塩塩・・・・・・・・・・・・小小小小さじさじさじさじ１１１１

・ごま・ごま・ごま・ごま塩塩塩塩・・・・・・・・・・・・適量適量適量適量 ・・・・薄口醤油薄口醤油薄口醤油薄口醤油・・・・・・・・・・・・小小小小さじさじさじさじ１１１１

作作作作りりりり方方方方
①①①①さつまいもはさつまいもはさつまいもはさつまいもは皮皮皮皮ごときれいにごときれいにごときれいにごときれいに水洗水洗水洗水洗いしいしいしいし、、、、１１１１．．．．５５５５ｃｍ角ｃｍ角ｃｍ角ｃｍ角にににに切切切切りりりり、塩、塩、塩、塩をををを入入入入れたれたれたれた水水水水にににに放放放放つつつつ。。。。
②炊飯器②炊飯器②炊飯器②炊飯器にににに洗洗洗洗ったったったった米米米米・・・・調味料、分量調味料、分量調味料、分量調味料、分量までのまでのまでのまでの水水水水をををを加加加加ええええ、、、、ひとひとひとひと混混混混ぜするぜするぜするぜする。水切。水切。水切。水切りしたさつまいもをりしたさつまいもをりしたさつまいもをりしたさつまいもを加加加加ええええ、普通、普通、普通、普通にににに炊炊炊炊くくくく。。。。

③炊③炊③炊③炊きあがったらきあがったらきあがったらきあがったら１０１０１０１０～～～～１５１５１５１５分蒸分蒸分蒸分蒸らしらしらしらし全体全体全体全体にににに混混混混ぜぜぜぜ、器、器、器、器によそうによそうによそうによそう。。。。おおおお好好好好みでみでみでみで、、、、ごまごまごまごま塩塩塩塩をかけていただくをかけていただくをかけていただくをかけていただく。。。。



　　　　

9月30日は、特養すこやか運動会がにぎやかに開催されました！！各ユニットにて色違いのハチマキを

頭に締めこみ、気合い十分で臨んだ決戦の日です。

決戦とは言いながら、まずは準備運動の「北国の春体操」から始まり、とても和やかな雰囲気のなか「マ
シュマロ探し」、「玉入れ」などなど、いろいろ競技が行われました。

「マシュマロ探し」では小麦粉の中に潜んでいるマシュマロを一生懸命探すため、顔を真っ白にされてし
まったり、「玉入れ」では投げた玉がかごになかなか入らなくてヤキモキしたりしましたが、終わってしまえ
ばみんな笑顔で大笑い、心も体もリフレッシュした一日でした。

大運動会大運動会大運動会大運動会 開催！開催！開催！開催！
特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームすこやかホームすこやかホームすこやかホームすこやか

去る９月２０日（土）に、きたやま月見会を開催

致しました。この月見会も今では介護老人施設

きたやまの恒例行事となり、今年で４回目を迎

えることができました。天候は晴天で良かった

のですが、例年になく肌寒かったのが少し残念

でした。催物では初参加の新興寺白百合会の

皆様や、多数のボランティアの方々の御協力も

あり、賑やかな会となりました。来年もたくさん

の方々にご参加いただき、皆様の笑顔があふ

れるような楽しい会を行いたいと思います。

施設長 山根 竜二



老健３階
一部ですが紹介したいと思います。

スーパーへ買い物に行き

ました。出かける前までは

あまり乗り気ではなく、

すこやかに居た方が良い

と思ったそうです。しかし、

実際に行って商品を見る

とおいしそうだったので、

パンとお煎餅を買ったとの

こと。戻ってから美味しく

いただきました。

河原までドライブに出かけました。

「思ったより遠いですね」と

少し疲れた様子でしたが、

道の駅に着き、楽しみに

していたタイ焼きを

「おいしいです」と

喜んで食べて

おられました。

ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス 敬老会敬老会敬老会敬老会

デイサービス
デイサービスでは新しい取り組みとして、１日の

流れの中に脳を活性化する時間を取り入れまし
た。

その名は…脳元気タイム！！
午前中には頭を使った簡単な脳トレ。隠れてい

る言葉を見つけたり、絵を見て違いを判断したり、
皆さん鉛筆をしっかり握りしめ脳を元気↗↗

午後はメインのそろばん塾。昔の経験が蘇えり、
そろばんを弾く姿もお見事！！"１円なーりー、２
円なーりー"

"１円なーりー、２円なーりー" "ハイ！！ご名
算！！"

とデイサービスの部屋はパチパチとそろばんを弾
く音で脳元気。

指先をしっかり動かしてのそろばんは大好評で
した。

老健２階

８月２１日に、賀露にある≪かにっこ館≫へ出かけ

ました。道中では、昔と変わっている風景を眺めなが

ら「あそこにはよう行きょーっただでー」、「なんだぁあ

の建物は？大きなぁ」等と話も弾み、到着してからは、
見慣れない魚やカニを見つけては楽しそうに水槽を

覗いておられました。隣の市場では、旬の魚や貝に

「うまそうだなぁ・・・」のオンパレードでした。とても楽

しい１日になりました。

ケアハウス

９月１８日、ケアハウス敬老会を行いました。
最高齢９４歳（女性）、平均年齢８２，８歳（８０歳～

９０歳の方が半数を占めています）
理事長より「いつまでもお元気で、共に生きること

の喜びを感じてください」とお言葉を頂きスタートしま
した。

皆様へのおもてなしに、玄関ホールに設けたお茶
席には赤い毛氈を敷きました。「もう一服」とお替り
をされる方もおられるなど本物の気分を味わってい
ただきました。

出し物は皿回しや詩吟など多彩に披露。「服装が
違うので誰かと思った」、「いつ、どこで練習される
だぁ」などとあちらこちらから聞こえてくるなど、入居
者の皆様が大変喜んでおられました。

腹いっぱい・笑いいっぱいの１日でした。

脳元気タイム実施

そろばん塾開校


