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新入職員のご紹介！

ありがとうございました
五月人形
ご寄贈いただきまして
寄贈いただきまして
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大切に
大切に使わせていただきます！！
わせていただきます！！

老健２Ｆ 看護師
澤田 典江

特養 介護員
平木 雅彦

一生懸命頑張り
ます。よろしくお
願いします。

多機能きたやま
入浴介助員
栗原 道枝

ご利用者に笑顔
になって頂けるよ
う頑張ります。宜
しくお願いします。

利用者のみなさんに
快適に入浴をしてい
ただきたいと思ってい
ます。どうぞ宜しくお
願いします。

バテ予防
予防に
『土用の
夏バテ
予防
に 『土用
の丑の
にウナギを食
べよう！』
日にウナギを
食べよう
！』
夏バテに効果があると言われるウナギ。昔から滋養強壮食品としても有名で
す。 7月29日は「土用の丑の日」です。「土用の丑の日にはウナギを食べると良
い」

「う」のつく食材で元気に！
丑の日は、うなぎはもちろん、梅干し、うどん、うり（きゅうり、スイカ）など「う」の
つく食べ物を食べると夏バテしないそう。気になる「うなぎと梅干しの食べ合わせ」
も、現在ではなにも根拠がないといわれています。
うなぎは、関東が腹開き、関西は背開き。たれのつけ方や焼き方も異なるそう。
いろいろな地域の「う」食材、食べ比べてみたいですね。

～ こ れ か ら の 時期 にたい せつな 水分 補給 ～
人 間 の 体 は 、呼吸 や 皮膚 か らの 蒸 散、排泄 などに よって １ 日 およそ ２ リット ルもの 水分 を 失 っ てい ます 。
１日３食きちんと食べていても、食事から得られる水分量は６００ｍｌ程度なので、残りの水分は飲料で補
給する必要があります。そして成長するごとに体内の水分は減ってしまいます。高齢者では代謝が衰え、
体内に蓄えられている水分も必要最小限の為、少しの水分不足が大きな障害となってしまいます。
水分補給で大切なのは ① こ まめに 飲 む 、②汗 をか く 前 に 飲 む 、ということです。
汗をかいてから、喉が乾いてから、と感じた時には、もう体は水分不足の状態になっています。
コーヒーや紅茶、そしてこれからの季節に欠かせないビールは利尿作用があるので、水分補給としては
適していません。できればノンカフェインの
ノンカフェインの麦茶
ノンカフェインの麦茶やほうじ
麦茶やほうじ茶、
やほうじ茶、スポーツドリンクを
茶、スポーツドリンクを水
スポーツドリンクを水で少し薄めたものが理想的です。
めたもの
上手に水分補給して、これから来る暑い季節を元気に乗り切りましょう～！

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≫
５～６月の報告
5/8 山田俊哉 様（落語）
5/27 木村 様（オカリナ）
5/28 池本 様（日本舞踊）
5/30 木下真由美 様（スポーツ吹矢）
6/16・17・18・20 福祉理美容 様
6/19 戸田 様（カラオケ）
6/21 八田社中 様
6/25・30 木下 様（スポーツ吹矢）
6/26 木村 様（オカリナ）
7月の予定
7/25 山田俊哉 様（落語）

※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》
５～６月の報告
5/19・6/16 仲川聖子 様（ミュージックケア）
5/30 第一興商 様
6/17 安来節保存会 様
７～８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 通所 岸本
0858-76-7600
きたやまも大募集!!
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》
５～６月の報告
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
池本洋子 様（踊りの会）
７～８月の予定
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

3,4丁目は5月中に吉方温泉のいくのさん家の喫茶店にお邪魔
して、ケーキ・紅茶を頂いてきました。
店内に入ると床材、テーブル、家具等、木材を基調とした落ち着
いた空間が広がっており、もともと古い旅館を改装した雰囲気の
ある店内でとてもゆったりさせてもらいました。
また、とても素敵な日本庭園の中庭があり、そこを見ながら頂く
美味しいケーキは格別のものがありました。
そして、ケーキの後に紙芝居を披露して頂く機会もあり、昔を思
い出されながらゆっくりした時間を過ごして頂きました。
すこやかに戻られて「美味しかった」「気持ちよかった」「天国に
行った気分だ」等、とても喜んでおられました。

｢こっちに持ってきんさいな｣。この元気のいい声の主
はご利用者のみなさんです。野菜の苗植えをすると
あって張り切っておられるのです。
用意した手袋も「こんなもんいらんわ」とみなさん素
手のまま、手馴れた手つきであっという間にナス、
きゅうり、ゴーヤ、ミニトマトの苗を植えられました。そ
の後は毎日苗を見ては「大きくなってきたで」「花が咲
いとるわ」と野菜の成長を笑顔で見守り、「どうやって
食べたら一番美味しいだろうなあ」と収穫の日を楽し
みにされています。 はやく大きくなあれ♪

水 やりはまかせんさい♪
やりはまかせんさい♪

多機能では、５月に若桜鉄道に乗り、船岡の「竹林公園」
に出掛けました。
みなさん久しぶりの汽車の旅とあって、若桜駅から船岡
駅までの道中はとてもにぎやか♪「若桜には親戚がいるか
ら懐かしい」、「昔は汽車に乗って仕事に出ていたし、旅に
も出とった」、「最近、乗ることもなかったから久しぶりだ」な
どなど当時を思い出しながら景色を眺めておられました。
目的地の竹林公園では手作り弁当を食べ、“小旅行”で
はありましたが、笑顔いっぱい楽しい一日となりました。

元気道場！ 祝１周年!!
老健２階
日曜日のレクリエーションでぬり絵をしました。
柴陽花の花や批把の実の色塗りをして楽しみました。
〝 きれいに、おいしそうにぬれていましたよー!! 〟
童心にかえって楽しい時間を過ごしました。
皆さん、また一緒にぬり絵を楽しみましょうね。

ケアハウス
ケアハウスでは、平成２６年度のサービス事業のひと
つとして、月に一度選択メニューを（副食のメインをＡ、Ｂ
どちらかを自分で選び、昼食に提供）実施することを計
画しました。
まず、全員の入居者に選んでもらうことから始めました。
すぐに決まる人、迷う人、変更する人、それぞれでした。
当日のメニューはＡ エビフライ Ｂ コロッケ 自分の
選んだ好物のメニュー、同じテーブルでも違ったメ
ニューだと
「どうだ、美味いかえ」「そっちも美味そうだな」など会話
も弾み、普段とは違った楽しい昼食でした。
「我は、満足じゃ」「何回あってもええで」「次が楽しみ
だなあ」など次々に喜びの声が聞かれました。
食事を美味しく、楽しいものにする。地産地消の旬の
野菜を利用し、今後も皆様に満足の食事を提供してい
きます。
すこやか畑のたまねぎ、美味しく頂いています。そら豆
のご飯、赤いそら豆の煮付け、まわりは美味しい食材で
いっぱいです。

デイサービス
すこやかデイサービスに元気道場が出来て早や１
年が経ちました。今では道場生も６０名近くおられ、
毎日活気と熱気に溢れています。
こうして１周年を迎えられたのも皆様一人一人のお
かげです。皆様のやる気と努力、そして笑顔に私た
ちスタッフは支えられてきました。本当に感謝の気持
ちでいっぱいです。
そこで!! ささやかですが感謝祭を行いました。
福祉理美容様のプロによる美顔マッサージや素敵
な歌声。日頃は身体の訓練ですが、この感謝祭では
心にも元気を注ぐことができました。
これからもすこやかデイサービス元気道場は邁進して
参ります。どうか今後ともよろしくお願い致します。
感謝の言葉に”ありがとう”の気持ちを込めて・・・

老健３階
老健３階では入所者の方の誕生月にその方
のリクエストに応え、外出をしたりプレゼントを
贈ったりして、お祝いしています。
今回は「シュウマイが食べたい」との希望で、
中華料理店へ行きました。
参加された方は「外に出て気分転換になり、
自分の好きな物も食べれて本当に良かった。
また来たい!!」と笑顔。
思い出に残る、大満足の１日となりました。

