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当法人は、今年が開設より１７年目となりました。本年まで無事に運営できましたのは、入居者様、
ご利用者様、地域の皆様、法人の業務に関わる多くの皆様のご支援、ご協力と、そして全職員の
普段の努力により継続できたものと、新年にあたり、あらためて深く感謝とお礼を申し上げます。
さて、昨年度も介護の業界におきましても、いろいろな制度の改正並びに制定ありました。厚生
労働省より、各地域において、地域包括ケアシステム構築の指針が示されました。２０２５年問題
（団塊の世代が満７５歳以上となり、日本全体の人口比１８％以上となる）２０４０年問題（７５歳以
上の人口比が３０％以上となる）を踏まえ、中学校区単位の地域で、今後の看護・介護のシステム
を、それぞれの地域の環境の中で、その体制を独自に構築するよう
福祉法人として、厚労省の指針を重く受け止め、この地域のために貢献できることは何かというこ
とを、真剣に考え行動して参ります。我々は「今を生きる人」のためにそして将来も安心して暮らせ
る地域構築の一助となることを使命として社会福祉事業に取り組んでいきます。
かのノーベル平和賞を受賞されたマザーテレサは「私たちは大きなことはできません、ただ、小さ
なことを大きな愛で行うだけです。」と話しておられます。我々はこの話のとおり、大きなことはでき
ませんが、入居者、ご利用者の皆様へ、小さな一つ一つのことを大きな愛をもって積み重ね、より
良い介護を目指し、役職員一同誠心誠意実践していく所存であります。
結びに、皆様が今年すこやかに過ごせる良い年となりますことを切に願い、ご健康とご多幸を心
よりお祈り申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。

社会福祉法人

理事長

新入職員のご紹介！新しいスタッフが
仲間入りしました。
特養 看護師
福田 文子
毎日戸惑う事ばかりで、先輩方に助けても
らいながら過ごしています。一日も早く馴染
め、お世話させていただけるよう頑張ります。
どうぞよろしくお願い致します。

やず

山根 英明

どうぞよろしく
お願いします！
いします！
多機能きたやま
介護士 北浦 雅之
まだまだ分からない事も多く、日々勉強で
すが、利用者様に寄り添う事を大切にして
頑張っていきます。よろしくお願いします。

冬の果実 みかんを食べよう！
寒さが厳しい季節になってきました。みなさんいかがお過ごしでしょうか？
体調を崩しやすいこの時期、風邪予防にきく身近な果実、みかんについて紹介したいと思います。
【みかんに含まれる栄養素とその効果】
みかんに含まれる栄養素とその効果】
「ビタミンＣ」・・・免疫力アップする効果があります。この時期には注意が必要な風邪の予防や、風
邪を引いてしまった後の細胞の修復にも、しっかりと効果を発揮してくれます。
「クエン酸」・・・便秘の解消、疲労回復効果があります。
「ペクチン」・・・みかんのスジに含まれており、水溶性食物繊維のひとつです。コレステロールを下
げる働きがあります。
他にも、βカロテン、ビタミンＢ群、ビタミンＥ、カリウムなどの栄養素が豊富に含まれています。
【みかんの選び方】
みかんの選び方】
お店などでみかんを購入する際は皮のツヤがよく、ヘタが青くて小さいものを選ぶようにしましょう。
皮の表面のきめが細かいものの方が甘くてジューシーです。

みかんを食べて、この冬を元気に過ごしていきましょう（*^_^*）！

免疫力アップで病気予防
～NK細胞を活性化させて、この冬を乗り切ろう～
インフルエンザ・ノロウイルスの流行時期をむかえました。風邪をひいた方も多いと思いますが、風邪の原因は９割以
上が ウイルス感染と言われています。その数はなんと１００種類以上。溶連菌などの細菌やマイコプラズマ、クラミジア
なども風邪の原因となりますが、これらは抗生剤で効きますが、ウイルスは抗生剤では効果がなく、熱を下げる・痛みを
とるなど の対症療法が主な治療方法となります。しっかり栄養を摂って十分睡眠をとり免疫力を上げることが大切です。
免疫力とは何でしょう？人間には白血球の一種であるリンパ球の一部にNK細胞（ナチュラルキラー細胞）という細胞が
あります。体内に侵入した体に害を与える物質を攻撃し破壊する細胞です。ウイルスやガン細胞のもととなる腫瘍細胞
を破壊する力もあります。NK細胞を活性化させれば、インフルエンザやノロウイルスにも対抗することができるというこ
と。 「楽しい」「心地いい」と思っている時はNK細胞は活性化され、反対にストレスが強いと働きは弱くなります。 「病は
気から」という故事もありますが、まんざらウソではないようです。NK細胞を活性化させる方法は、①適度な運動②良質
な睡眠③栄養をしっかり摂る ④毎日笑うといったところでしょうか。また、NK細胞を増やす食べ物もあります。最近 TVで
も話題になっているR‐1乳酸菌です。佐賀県有田町では小中学生に半年間
R‐1乳酸菌ヨーグルトを摂ってもらった結果、インフルエンザの感染率が劇的に減少しインフル
エンザにかかった人も早く回復したという結果も出たようです。継続して数週間飲んだ方が良い
らしいのですが、感染が流行するこの時期だけでも試してみる価値はあるのかも知れませんね。

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≫
通所≫
１１～
～１２月
１１
１２月の報告
11/13 ・12/16 木村育子 様 （オカリナ）
12/18 山田俊哉 様 （落語）
12/27 木下真由美 様 （スポーツ吹矢）
１～２月の予定
1/30 木村育子 様 （オカリナ）
≪ケアハウス≫
ケアハウス≫
１１～
～１２月
１１
１２月の報告
11/10 木下真由美 様 （スポーツ吹矢）

※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
11/9 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
11/26 いずみ会 様
12/8 仲川聖子 様（ミュージックケア）
１～2月の予定
仲川聖子様（ミュージックケア）第3月曜日

《 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
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
米岡獅子舞 様
安来節保存会 様
丹比・八東・安部保育所
八東中学校吹奏楽部

１～２月の予定
ボランティアしてみたい!!!
木下真由美 様（スポーツ吹矢） 第２・４金曜日
という方、お気軽にご連絡ください♪♪
八田社中 様 第１・３月曜日
担当 通所 岸本
山本和代 様 毎週月・金曜日
きたやまも大募集!!
山根美津子 様 毎週水曜日
0858‐84‐6220

今年も恒例の秋祭りが開催されました！！ しかしながら、今年は10周年という事で
『スペシャルウィーク』と題して、1週間様々な催し物（カラオケ大会、映画上映会等々
…）を開催して参りました。最終日の11月15日の良き日に秋祭りでトリを取る形で終了
しました。
秋祭りの内容は、我龍天晴様による傘踊りから始まり、長寿表彰式典、職員による出
し物など…盛り沢山な内容で皆が笑顔の中、お開きとなりました。我龍天晴様による傘
踊りは客席からアンコールがかかるほどの盛り上がりで素晴らしかったです。
ご利用者様、ご家族様にはご好評をいただき、「傘踊りがとても良かった」、「楽しい時
間を過ごせた」といった感想をいただき、開催できてとても良かったと、職員冥利に尽き
る秋祭りでした。
皆様のおかげでこのような10周年のイベントを開催できたこと、誠に感謝しておりま
す。これからも特別養護老人ホームすこやかをよろしくお願い致します。

年末を迎え、ご利用者の皆様で、年賀状作りを行い
ました。
スタッフといっしょに、イラストに色を塗り、手作りのス
タンプを押し、なかには自分の指にインクも付けてペ
タペタと楽しみながら作られる方も。これはいい！と
みんなもペタペタ。アイデア満載で味のある、心のこ
もった素敵な葉書が完成しましたよ！

１１月２５日（火）に餃子作りをしました。
餃子の皮に具を包むときには｢難しいなあ｣｢こんな
んでいいだか｣と不安を口にしながらでしたが、いざ餃
子が焼きあがると｢いい具合に焼けとるで｣｢美味しそ
うだなあ｣｢私らあが作ったんだで｣と得意満面の笑顔
に♪ いざ、試食！ ｢美味しい♪｣
美味しい♪｣
その後はもうわいわいと大盛り上がりでいただきま
した♪ 今度は何をつくりましょうかね。

すこやかデイサービス合奏団

「かっぽーず」
老健２階
１１月９日に毎年恒例の秋の運動会を行いました。
３チーム（花・星・空）に分かれて、玉入れ、ボール
渡しリレーをしました。
普段体を動かすことの少ない人も、ここぞとばかり
に張りきって運動会を楽しんでいました。
チームワークもばっちりで協力している姿が見れて、
とても楽しい時間を過ごしました。

デイサービス
今年最後を締めくくる年末公演を実施しました。
通所リハビリ、ケアハウス・・・
そして今年初!!館内を出て特養すこやかに進出し
ました。
今までとは違う大きな会場!!
また舞台もありのビッグステージ!!
皆さんの今までとは違う緊張感と興奮で胸も舞い
上がりました。
が!!
さすが「かっぽーず」!!
本番は自信に満ちた表情で、堂々たる演奏をす
ることができました。
演奏後は達成感と安堵で涙される方もおられま
した。
これからの「
これからの「かっぽーず」
かっぽーず」にも乞
にも乞うご期待下
うご期待下さい
期待下さい！
さい！

老健３階
ケアハウス
１１月の終わりの週に紅葉ドライブに出掛けました。
ドライブコースは、殿ダム！！
出発時には、小雨模様で「見ごろは過ぎているでなあ」と
あきらめ気分でしたが、高い山、遠くや近くに見えてくる木々、
赤・黄色がはっきりと浮かび「わーあきれい」の歓声。
ダムをゆっくりと一周し絶景スポットでの停車。
外気の冷たさに車の窓がくもるがそれを手の平で拭きなが
ら、車窓から見える景色を見逃さないようにと懸命。
皆様の熱気で時折雨も止み、今しか見えないすばらしい
景色を楽しむことができました。
入居されて間もないＴさんは「バスに乗るまで迷っていたの
に、普段来れない所に来て、こんなにすばらしい景色を見る
ことが出来た。」とたいへん喜んでおられました。
バスの中での飴玉は格別！！ほうばったまま「ふるさと」を
歌いながら帰路につきました。

とびっきりの笑顔で手にしているのは、お誕生日の
プレゼントです。
毎月、担当職員が心を込めて選びます。
まずは、ご本人やご家族に、希望するものが有るか
お聞きします。
決まれば、次は色やデザインの相談です。
日頃の入所者の方々のお好きな物や、好みの色合
い等、色々思案します。
お渡しした日に記念撮影、はい チーズ！
プレゼントの感想をお聞きしました♪♪
「暖かくていい！
使いやすい！
柄で自分の物と
すぐわかる！」
等、好評のようです☆
今回のプレゼントの
中身は？？？？？
膝掛けでした※※※

