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科学的介護で自立支援を
皆様″介護″とは、一口で表現するとどうなりますか。考えてみて下さい。私は、介護と
は「心」を使う仕事だと考えます。それは、人と関わることの仕事であるからです。
特養の介護理念は″笑顔・やさしさ・思いやり・感謝・信頼されるサービスを目指して″と
しており、朝礼の時には全員で唱和しております。
これからの施設介護は、科学的介護を取り入れ、自立支援を目指す施設でなければな
りません。預かり施設であっては駄目だと言う事です。職員一人一人がプロ意識を持って
事に当たらなければなりません。
科学的介護の内容は、『５つのゼロ』『４つの自立支援』を実践する事。
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どうか全職員が一丸となって科学的介護に取り組みましょう。
いつも学び、ふり返る事を忘れず、自ら考える力を引き出していきましょう。
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9～10月と言えば、晩夏～初秋にかけての季節の変わり目ですね。
そう！実りの秋です。夏の日差しを浴びて育った果物が、たくさん出回り始める頃です。
今回は、その中の一つ『ぶどう』についてお話したいと思います。
【栄養】
ぶどうの皮には、赤色や紫色の色素成分「アントシアニン」が多く含まれてい
ます。このアントシアニンは、強い抗酸化作用があり、老化防止やガン予防に良
いと言われています。
【選び
【選び方】
粒に張りがあり、軸が太い物を選びましょう。また、果皮に白っぽい粉が付着
していますが、これは水分の蒸発を防ぐ為に、ぶどう自身が出している「ブルー
ム」というものです。この粉がまんべんなく付いているぶどうは、鮮度が良い証
拠です。
【保存方法】
新聞紙やラップに包んで、冷蔵庫の野菜室で保存を。また、少しでも長く保存
したい場合は、ハサミで一粒ずつカットして、密封容器に入れ、保存しましょう。
『ぶどう』と言っても、色や大きさ様々な種類があります。
この時期に、食べ比べをしてみるのもいいですね（＾＾）

ＡＥＤの使用方法を理解し、正しい心肺蘇生を覚えましょう!
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③胸骨圧迫（心臓マッサージ
③胸骨圧迫（心臓マッサージ）
マッサージ）
★心臓マッサージの原則★
・圧迫する場所：胸部真ん中
①強く：５㎝くらい胸が沈む程度
②早く：１分間に100回のリズムで
③絶え間なく：周りの人と交代しながら

・普段の呼吸が確認出来ない場合
・胸や腹部の動きがない場合
・途切れ途切れに呼吸のある場合

④心肺蘇生

⑤AED装着
装着
・胸骨圧迫30回と人工呼吸２回のサイ
クルを、救急隊に引き継ぐか意識が戻
るまで絶え間なく続けます。

・AEDが到着したら直ちに準備を開始します。
・AEDの電源を確認したら機器のアナウンスに従い
ます。
・電気ショックを行うか、電気ショック不要のメッセー
ジが流れたら直ちに心肺蘇生を再開します。

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！！
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通所・ケアハウス≫
・ケアハウス≫
《特養・
特養・多機能きたやま
多機能きたやま》
きたやま》
９月の予定
７～８月の報告
9/9 船岡地域保育所 様（敬老会）
７～８月の報告
7/4 福祉理美容 様
下旬 いずみ会 様
木下真由美 様（スポーツ吹矢）
7/14・19・31・8/4・30 木下真由美 様
山本和代 様（お話相手）
《特養すこやか
《特養すこやか》
すこやか》
（スポーツ吹矢）
山根美津子 様（お話相手）
７～８月の報告
7/18・8/26 木村育子 様（オカリナ）
八田社中 様
仲川聖子 様（ミュージックケア）
7/25 山田稔哉 様（落語）
7/29～8/21 サマーボランティア（八頭町社協）
8/4・5 サマーボランティア（八頭町社協）
7/25～8/21 サマーボランティア（八頭町社協）
小学生・14名
小学生・2名 高校生・1名
小学生・6名 中学生・3名
９～１０月
１０月の予定
９～１０月
１０月の予定
高校生・1名
木下真由美 様（スポーツ吹矢） 第２・４金曜日
仲川聖子 様（ミュージックケア）第3月曜日
7/28～30 サマーボランティア（県社協）
八田社中 様 第１・３月曜日
高校生・1名
山本和代 様 毎週月・金曜日
ボランティアしてみたい!!!
7/29 富桑安来節教室 代表・下田武司 様
山根美津子 様 毎週水曜日
という方、お気軽にご連絡ください♪♪
（三味線）
※予定が変更になる場合がございます。
きたやまも大募集!!
担当 通所 岸本
8/29 コールやまびこ 様（25名）
0858‐84‐6220
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夏バテ解消！
バテ解消！
８月５日 に小さなボランティアさんがやってきて、ご利用者様と楽しいひ
と時を過ごされました。お話をしたり、風船バレーをしたりと、かなり笑顔が
溢れておりました。
特に風船バレーは「早く自分に風船を回してくれ」と言わんばかりに、他
の利用者様に飛んできた風船もご自分で打ち返そうと、前のめりになって
夢中で風船の動きを眼で追われていました。
途中、頑張られ過ぎたせいか、風船はほっ
といて居眠りされてしまう方もおられるくら
いでした。
暑い中、体がしんどくなり、動きが鈍くなっ
てしまうこの季節に思いっきり体を動かして
リフレッシュされた一日でした。

本格的なこの
本格的 なこの出来♪
なこの 出来♪

７月１２日（土）に家族会を行いました。今年は「おや
つ作りを楽しもう！」をテーマに開催。グループに分か
れてコーヒーゼリー、パンケーキ、サツマイモのごま
ボールを作りました。一つ一つの作業に各グループよ
り歓声が聞こえ、とっても楽しそうです♪ 作ったお菓
子をご家族と一緒に食べられ、「うまい！」「おいしい
なあ！」の声があちこちで聞こえました。その後七夕
飾りも行い、思い思いの願いを短冊に書いて飾りまし
た。ご家族といっしょに楽しい時間を過ごされ、本当に
楽しい一日となりました。

多機能では、７月８日に「七夕」をしました。職員が笹竹と
短冊を用意し、願い事を書いて結びつけました。
｢いつまでも元気でありますように｣ ｢しっかり歩けますよ
うに｣ などやはり利用者のみなさんは健康を願ったものが
多いのに対し、職員はといいますと｢お腹がひっこみますよ
うに｣ ｢お金持ちになりますように｣などが多く、みんなで大
笑いしました。笹を囲み｢たなばたさま｣の歌をうたい、みな
さんの（職員も）願いが届くようお願いしました。

短冊に願いを・・・

何 にしようかな♪
にしようかな ♪

すこやか名物!!そうめん流し
老健２階
先日、２０数名の家族様に参加して頂き、例年にも
増してにぎやかな、あったかい雰囲気での家族会に
なりました。
今年は、新しい試みとして、入所者様の日頃の写
真をスライドで流し、家族様と共に観賞して頂きまし
た。職員紹介とともに、約１５分のスライドとなりまし
たが、普段の様子が見られてとてもよかったと、家族
様より感想を頂きました。会の最後に、全員で「八頭
町音頭」を踊り、会を締めくくりました。

ケアハウス
ビアホール

デイサービス
デイサービスでは７/21～７/26の1週間そうめん流
しをしました。
青々と育った長い青竹を２つに割って本格的な舞
台に仕上がりました。
お箸はいつもより（？）しっかり持って、流れてくるそ
うめんを睨み・・・あっ、いやいや見つめ（笑）、 皆様
まさに真剣そのもの!!
そうめんの他にもチョコレートやプチゼリー、職員の
家で愛情たっぷりに育ったトマトやキュウリも流され、
デイサービスルーム内は大賑わい!!
「今日のそうめんは格別にうまい!!」
「楽しい時間をありがとう！」
など、たくさんの言葉を頂き、夏のデイサービスの素
敵な思い出になりました。

植えました
投げました
ケアハウス

８月８日真夏の恒例となった「ビアホール」を行い、
入所者の皆様の好物ばかりをバイキングで楽しんで
頂きました。
（鳥取名物 とうふちくわ、新鮮野菜のサラダ、とろろそ
ば、から揚げなど）
「おいしいなぁ」「おいしいなぁ、腹いっぱい」「お替りし
て満足」などあちこちのテーブルから嬉しい言葉が聞こ
えてきます。
次なる出し物は、職員のかくし芸ならぬ、とびっきりの
芸を披露し、皆さんがお腹をかかえて笑っておられまし
た。
その後の食堂は、カラオケボックスに早変わり、皆さん
が、18番の曲を次々と歌い、予定の時間も延長する程、
入居者・職員全員で楽しい夕べを過ごしました。

老健３階
老健３階では午後からレクリエーションを行っていま
す。
平日は短時間ですが音楽に合わせて体操をしたり、
新聞を読んで天気やニュース等についての話をしたり
して過ごしています。日曜日はたっぷり時間を取って、
入所者の方どうしの交流を深めたり、職員と関わるよ
うにしたりと、少しでも楽しい時間になればと思い、ア
イデアを出し合って内容を考えています。
写真の日は日曜日で１０人前後の３つのグループに
分かれ、プランターに花を植えたり、ゲームで体を動
かしたりしました。笑い声の絶えない、楽しいひととき
となりました。今後も喜んでいただけるように工夫を凝
らしていきたいと思います。

