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live a happy life
運動、栄養、休養をテーマに
こころとからだにいいことを
let’s enjoy living everyday

　世代間交流。４月にオープンした「まちの保育園」の園児たちの姿がまごころ館でも見られるようになり、
農園やカフェでふれあう機会が増えました。　 
　温室のテーブルは誰でも自由に描ける黒板仕様。芸術の秋、お散歩中に描いてみてはいかがでしょう。
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イベントレポート　
９/１９(月)　敬老の日　メニュー　

寒露　露が冷たく感じられてくる頃のこと。空気が澄み、夜空にさえざえと月が明るむ季節です。 
（新暦ではおよそ十月八日～） 

霜降　朝夕にぐっと冷え込み霜が降りる頃のこと。初めは山の方で、12月に入ると平野にも霜がやってきます。 
（新暦ではおよそ十月二十三日～）

                                  管理栄養士　篠崎 千穂　 
ご長寿をお祝いするメニューとして栗赤飯、そうめ
ん汁、鶏肉の野菜巻き、炊き合わせ、卵豆腐、梨
を提供しました。また、おやつには例年提供して
いた紅白饅頭ではなく手作りの紅白モンブランを提
供しました。このモンブランは調理師さんが考案し

て下さったもので、さつまいもと栗のペーストの上に紅白のクリー
ムで飾り付けしたものです。食べやすく見た目にも華やかな仕上
がりとなり、ご好評を頂くことができました。今後も皆様に喜
んで頂けるお食事をお届けしたいと思います。

８/２８(日)　納涼祭　

９/２０(火)　折り紙の会
　10月6日、四街道にある「あさひ幼稚園」の園児たちが71名
来館しました。この日のために前もって、感謝
の気持ちをお渡しする折り紙バッグを子供た
ちが来るのを楽しみにしながらボランティ
アさんと一緒に作成しました。 
　当日はどんぐりなど秋の実を詰めて子供
たち全員に渡しました。

敬老会 
　まごころ館では、15名の賀寿と全
入居者様のご長寿をお祝いさせていた
だきました。写真は「百寿」のお二人
です。おめでとうございました。

　ボランティアの「清丸太鼓」と
「栗山台フラサークル」の皆さん
です。ドンドコドンドコ！迫力の
ある和太鼓と華やか～なフラダン
スに思わず入居者様も踊りだす♪
納涼祭を大いに盛り上げていただ
きました。ありがとうございまし
た。



 

  pick up smile

森島　真帆　 
　気温が低く、空気が乾燥する季節になり、インフ
ルエンザや風邪の流行シーズンが近づいてきました。
インフルエンザは重症化するおそれもあるため、感
染を広げないために、一人一人が 「かからない」
「うつさない」対策を実践しましょう。 
　９月にアルコール消毒を個人で持つようになりま
した。アルコール消毒（アルコール手指消毒剤）は、
石鹸手洗いより簡便で、短時間で手に付着している
菌を確実に減らすことができます。また、手が荒れ
ていると細菌の温床になりやすく、感染症を招くこ
ともありますが、市販のアルコール消毒液には保湿
剤が含まれているので、石けんでの手洗いよりも手
荒れを起こしにくいというメリットがあります。わ
ざわざ洗面所などに行く必要がないので、手洗いよ
りも手軽なことから、消毒の機会を増やしやすいの
もいい点でしょう。 
　ただし、ウイルスや細菌の中にはアルコール消毒
による殺菌が期待できないものもあるので、石けん
での手洗いとアルコール消毒を共に行えるといいで
すね。 

　高橋　理恵　 
　こんにちは今回の秋号では、「靴」についてお話
ししようと思います。季節も変わり、おしゃれは足
元からという方もいるでしょうか？当施設に限らず
施設での生活と、ご家庭での生活で大きく異なると
ころは「室内なのに靴を履く生活を送る」事です。
ご利用者様の足の状態（むくみや外反母趾など）や
生活リズム（歩きなのか車いすなのか）によって、
その方に合った靴を履かれています。 
ここでお願いしたいことは、スリッパのようなかか
との無いものは施設としてはあまりお勧めしており
ません。また、靴を履かれている方の中でもかかと
を踏んで歩かれないように声掛けさせて頂いていま
す。転倒につながりかねないからです。そして室内
履きとして脱ぎ履きがしやすい靴をお願い致します。
革靴などは不向きです。 
最近では大手スーパーの福祉用品売り場でも取り扱っ
ていますが、「どのような靴がいいかわからない」
という方は職員までお気軽にご相談ください！施設
での靴の発注も承っております。よろしくお願い致
します。以上、たかはしさんぽっでした。 

立冬　冬の気配が山にも里にも感じられてくる頃。木々の葉が落ち、冷たい風が吹き、冬枯れの様子が目立ってきます。 
（新暦ではおよそ十一月七日～） 

小雪　寒さが進み、雪が降り始める頃。とはいえ雪はまださほど大きくなく、寒さもそこまでではありません。 
（新暦ではおよそ十一月二十二日～） 

看護師　niceなおはなし 機能訓練指導員　たかはしさんぽっ 

狙いを定めて・・・集中！

太鼓に合わせて♫～

こちらは折り紙の細かい作業に集中！！

はい！オッケー



　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　千香　 
　朝夕は日毎に涼しくなり過ごしやすくなってきま
した。今回は、少し硬くなりますがインフォームド
コンセントについてお話したいと思います。　　 
　インフォームドコンセントを日本語に訳すと「説
明と同意」になります。もともとは医療の現場にお
いてできた言葉で、医師より手術の説明や病状の説
明そしてその治療について起こりえる危険や予後な
ど理解し同意していただくものでした。そして医療
はそれに基づいて行うもので強引に誘導されるもの
ではなく自分のことは自分決定してゆきましょうと
いうものです。では、福祉現場ではどうでしょうか。
自施設では、ご家族の希望するサービスのことや死
に対する考え方を伺いうちの施設でできることでき
ないことなど話合い、「自律性の尊重」「自己決定
権の尊重」を引き出すことが大切だと思っています。
ご高齢になった方々のお世話をさせていただくのが
私たちの仕事です。高齢なった方はもちろんぜひ、
この機会に自分の生き方など見つめなおし有意義の
ある生活を送れるよう試みてはいかがでしょうか。
生活習慣病からこの先どんな病気になりやすいかと
か高血圧になったらどうなるのかなど、ちょっと考
えていただけたら幸いです。 

「野菜を採りに行きますよー。」
施設長の声で外に出る入居者さ
んは、畑の番人さん。畑をぐるっ
と回り、野菜や草花と対話し肌

で季節を感じています。 
～農園の野菜を使った旬菜一皿～ 
・セロリたっぷり鶏肉のトマト煮 
セロリ特有の香りには精神安定効果や鎮静効果があ
ります。セロリがトマト煮をより一層おいしくする
香り高い一品になりました。 
・モロヘイヤのにびたし 
栄養価が高く「王様の野菜」と呼ばれるモロヘイヤ。
入居者さんも一緒に楽しくお話しながら、一枚一枚
葉をとって下ごしらえをしました。 

「バリアバリュー」への挑戦 
「バリアフリー」”障害をとり除く”それは福祉社会
の基本だからです。 
「バリア」とは障害であり、リスクであり、短所で
すから今の世の中には沢山の障害が存在します。突
然の地震や台風、戦争や不況、貧困や差別など大き
な障害がありますが、そこに「バリアフリー」を見
出せません。 
私たちはいま「バリアバリュー」に挑戦しています。
少子・高齢社会という障害や短所をどのように価値
や長所に変えていくのか、そんなソーシャルシフト
に取り組んでいます。 
パラリンピックを応援しながら障害を乗り超え自ら
の限界に挑戦する勇姿に力を貰っています。 
一歩踏み出してみる、一段でも登ってみる、外に出
て畑に遊び一鍬でも入れてみる、一口でも食べてみ
る、不自由でも一輪の花をいけてみる、そんな「バ
リアバリュー」を大切な日常としていきたいと願っ
ています。　 

　　　　　　　  相談員・介護支援専門員　松野 優 
　来たる平成28年11月27日（日）午後1時30分～
まごころ館四街道にて定例の家族説明会を開催致し
ます。前回、施設職員を交えた意見交換会を開催し
好評を頂きました事から、今回も同様に交流の席を
設ける予定です。その際、現場介護スタッフも同席
できるよう調整を進めておりますので、どうぞ奮っ
てご参加下さいませ。 

介護スタッフさん募集中 
私たちと一緒に施設を盛り上げてくれる方大歓迎で
す。未経験でも大丈夫。勤務時間応相談。 
ボランティアの方々を随時募集しています 
[ボランティア内容] 
シーツ交換補助　 
クラブ活動やイベント教室のお手伝いをしてくださ
る方 
お話し相手　農園作業　など 
お気軽にご連絡ください 
電話　043-312-5556　　 
担当　太刀掛　維子（たちかけ しげこ） 

大雪　いよいよ本格的に雪が降り出す頃。降雪地方では、雪の重みで木が折れないように雪吊りをします。 
（新暦ではおよそ十二月七日～） 

冬至　一年でもっとも昼が短く、夜が長い頃。これから日が伸びていくので、古代には冬至が一年のはじまりでした。 
（新暦ではおよそ十二月二十一日～） 

  　施設長 
   ちょこっと 
   news 

おいしい畑 　 　 　 ～旬 菜 一 皿 ～

コラム 心の抽き出し   Masa .  Okada

家族説明会、交流会を開催致します

募 集 中 で す


