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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

2019 冬号

　　音楽療法　　　　まごころクラブ　　　　あさひ民謡　　　　ほっこり民話 
　　　

まごころ
寒さが増すと空気が澄み、夜空を見
上げると星はキラキラと光りを増して
います。流れ星を見るには条件も多く
必要になりますが願い事が叶うかも？
流れ星の話を入居者様としていたとき
の事、願いが叶ったらどうします？
「旨いものが食べたい」「車の免許
をとって運転したい」「歩きたい
ねー」「体が動けるようになりたい」
「お父さんに会いたい！かっこいい
んだから」皆様は意気揚々に話を聞
かせてくれます。話を続けていると、
想定外の返答であったりと内容は十
人十色ですが、皆様の元気の秘訣は常
に目標を持ち続ける、夢を持ち続け
ることと実感しました。 
入居者様には一人でも多くの方に「今
年も良い年だった」といってもらえ
るよう、今まで以上に元気で接してい
きたいと思います。 

（介護主任　宍戸　信行）
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毎日のマラソンも日が昇る前は寒さが身にし
みる今日この頃です。 
昨年も多くの事が記憶に残りました。 
その中でも9月の敬老の日、当施設でも入居者
様のお祝いをさせていただきました。皆様お
元気の方も多く只々、感心することが多いで
す。　 
　ご存じの方も多いとは思いますが、現在の日

本最高齢、１１５歳の女性が元気に施設で生活する姿を
見ました。そんなご長寿の健康法は好き嫌いをせず、よ
く食べること。毎日飲むものは炭酸、コーヒー、栄養
ドリンクの3本、甘いものを毎日食べること。長寿の秘
訣はオセロ、趣味は勉強が日課とか・・・。インタビュー
の中では「死ぬ気がせんです」となんとも頼もしい言葉
でした。 

最近では色んな健康法が次々と紹介されるなかで、や
はり一番の健康法は“好き嫌いをしない”　“楽しみがあ
る”これに尽きます。 
自分の父親も元気に働いています。今年で７７歳になり
ました。趣味は畑仕事で定期的に大量の野菜を送ってき
ます。最初は宅配便で受けとるのみでしたが、両親が年
を老うことに最近ではいつまで送ってくれるのかな。と
気になる事が増えてきました。 
今では野菜を受け取る度に、野菜の感想を伝える為に
電話をしたりと話すきっかけにして話題を増やしていま
す。つい先日、大根を何本か送ってくれました。今回は
切り干し大根にしてみました。そのことを電話で話すと、
喜んでくれて話が弾み・・・数日後、再び大量の大根が
送られてきました。ちょっとしたことをきっかけにして、
これだけ喜んでくれるんだなと。恐らく実家では食べき
れず処分したりすることが多いので喜んでくれたようで
す。お正月には切り干し大根をお土産にと思っています。
寒さも本格的になってきました。今年も色々な事がある
と思います。 
入居者様が健康で楽しい年でありますように。

管理栄養士の 季節の食卓                                
                 

　　　　管理栄養士　中野　茜

　新年を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
お正月は食べ過ぎてしまいがちな季節。お正月に食べ
過ぎてしまったという方は多いのではないのでしょう
か。おせち料理は、保存が効くように塩分や糖分が多
めに作られています。その結果、カロリーも高くなりま
すので食べる量については注意が必要です。 
そうはいってもカロリーを気にし過ぎても寂しいので、
食べる順番を工夫して楽しんではいかがでしょうか。た
たきごぼうや煮しめ、酢の物などの野菜から食べるこ
とで血糖値の上昇が緩やかになり、脂肪を作り出す素
となるインスリンの分泌を抑えられるので、肥満予防
にもつながります。また、食物繊維が豊富な野菜を食べ
ることで満腹感が得られ、食べ過ぎ防止にもなります。
それでも食べ過ぎ飲み過ぎてしまったら、運動量を増
やしたり、次の食事から気を付けていきましょう。食
べ過ぎるとすぐに脂肪になるわけではありません。栄
養が肝臓に送られて、その後脂肪細胞へ運ばれて蓄積さ
れるまで約2日。食べ過ぎた次の食事からごはんの量を
減らしたり、野菜を中心にする、なるべく油を使わな
いようにするなど工夫することで脂肪を蓄積させない
ようにしましょう。お正月だけに限らず、日常の食生
活から癖が付けられるといいですね。 
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介護士の 暮らしにひとさじ日記                             
介護主任　宍戸　信行

１クリスマスイブ 
　クロワッサン、ミネストローネ、海老フライ、 
　チキンナゲット、イタリアンオムレツ、かぶのマリネ 
２クリスマス 
　海老ピラフ、豆乳スープ、鶏肉の野菜巻き、 
　ほうれん草とベーコンのソテー、ポテトサラダ 
３ケーキバイキング 
　ショートケーキ、イチゴのムースケーキ 
　あんロール、栗羊羹、マスカットゼリー他、全８種 
４お正月　元旦 
　赤飯　雑煮風、おせち料理 

季節の献立　



まごころ館には山登りやお散歩を楽しむお散歩クラブ
があり、参加した職員は皆、すっきりした笑顔でとても
楽しそうです。今回は、お散歩による脳の活性化につい
てのお話からです。　 
よく歩くと認知症になりにくいと言われます。脳血流

量が増加し、記憶や認知能力に関係するアセチルコリン
という神経伝達物質（ホルモン）が活発になるからです。
それは、認知症治療薬のアリセプトと同じ効果が得られ、
さらに規則正しい歩行が、心のバランスを整える作用が
ある神経伝達物質のセロトニンの分泌を促します。これ
は、抗うつ薬の作用と同じ効果です。人と話しながら歩
くと、理性などの人間らしさを司る前頭葉の運動野、人
の話を聞くための側頭葉の聴覚野、それと同時に記憶に
関わる海馬も働きます。いろいろ考え、感情や感覚も刺
激されるため、会話をすることは脳をフル回転させる作
業です。アップル設立者の一人である故スティーブ・ジョ
ブズ氏は、歩きミーティングを取り入れていたことで有
名です。一緒に歩くことで、お互いの立場や地位の違い
をそれほど感じず、よりオープンで対等なコミュニケー
ションに繋がります。　　 
入居者様も農園や施設内でのお散歩を楽しみにされる

方が多く、どの方も穏やかでいい笑顔をされている姿が
見られます。短時間でも同じ景色を見て語らう時間は、
とても幸せな時間です。 
入居者様の笑顔、日々奮闘するスタッフの姿を見てい

て、まごころ館が目標として掲げる「優しくて丁寧なケア」
とは何なのか、改めて考えてみました。「優しさ」を辞
書で引くと「他人に対して思いやりがあり、情がこまや
かである。」とあります。人の気持ちに配慮すること、人
を受容すること、自分より人を優先することだと理解して
います。それを具体的に表現することはマニュアル等の基
本的な言葉遣いやルールを守ることだと思います。入居
者様に「ちょっと待って」と返答しないように学びます
が、忙しい時についそんな言葉が出てしまうのです。未熟
な私の課題ですが、自分を律すること、常に自分を客観
的に考えることが優しさに繋がると思います。 
　高齢者施設では、困っている人に手を差し伸べるのは
当然ですが、低下しつつある機能を維持するためには、寄
り添いながら敢えて手を差し伸べないこともあると思い
ます。例えばリハビリを拒否される方に対し、どうしたら
リハビリに意欲を持って頂けるかを職員が話し合う時、
ご家族や入居者様の希望に寄り添いながら、その方にとっ
て安心して出来ることを探していきます。また、飲込みが
難しく誤嚥の可能性が高くてもご家族や入居者様が常食
を希望される時、施設側としては入居者様の安全を優先
に考え、正しく状況をお伝えすることも優しさではない
かと思います。ご家族と話し合い、ご家族の持込みや見
守りをお願いすることや食事量を調節するなど出来る限
りご家族や入居者様と同じ方向を向けるように他職種と
連携を図っています。 

私が思うまごころ館の「優しく丁寧なケア」のために
は、入居者様とご家族、介護する人、施設が同じ方向を
向くことが大切だと思います。私たちは入居者様やご家
族が望まれることや不安、痛みを丁寧に伺い、入居者様
が嬉しくて心地良いと感じることをたくさん見つけるこ
と、そして笑顔と丁寧な言葉を持って提供することが「優
しく丁寧なケア」だと思います。入居者様と接する時間は、
常に穏やかで優しい言葉かけが出来るよう精進していき
ます。 

まごころクラブ 

昨年１２月より、「ま
ごころクラブ」を開
催しています。まごこ
ろクラブは、レクリ
エーションの一環とし
てどなたでも参加で
き、作品づくりや他
者交流を楽しめる場
所です。作品づくりは

苦手・・・という方は、見学やおしゃべりだけでも参加
していただけます。地域ボランティアさんのお手伝いと職
員のサポートで、１２月は「お正月の箸置き」１月は「梅
の花の壁飾り」を作りました。作品が出来上がった時、
参加者様は達成感を得られ、満面の笑み品を見つめてい
らっしゃいました。 
毎月第１月曜日１４：００～１５：００、１階まごころ
カフェにて開催しています。参加費は無料ですのでぜひご
見学にいらしてください。（生活相談員　佐藤　さちえ）

 看護師の Niceなお話し              
看護師　森島　真帆

   まごころ館 
　　いろどりDay ’ s                      

平成最後の 
クリスマス＆お正月

（介護福祉士　戸村　佐智）



明けましておめでとうございます。 
日頃よりご家族、ご関係者のご協力には大変感謝してお
ます。職員一同、ケアの質の向上を心掛ける所存でござ
います。 
昨年11/25に開催いたしました定期交流会では運営の報
告、諸連絡に続きまして、ご入所者のご様子をスライド
ショーで上映させて頂き、笑顔の写真を拝見しながら
和やかな雰囲気の時を過ごしました。懇談会では、楽
しみのある生活を送ってもらいたいと願うご家族が多
数である事が分かりました。ご入所者にとってより良い
生活が営めるようレクリエーションの充実に尽力して参
ります。 
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

コラム 心の抽き出し  　 
 Masa .  Okada

≪ご挨拶≫ 
明けましておめでとうございます。 
新年を迎え、職員一同、「皆様にご満足いただく」と
いう基本に立ち、試行錯誤を繰り返しながら、進んで
参りたいと存じます。ご不便をお掛けする事もあろう
かと思いますが、変わらずのご支援ご協力をいただけ
ますようお願い申し上げます。 
皆様におかれましては、新しい年が更に良い年になる
よう祈念致しまして、年頭のご挨拶とさせていただき
ます。 
≪手帳≫ 
新たな手帳は年度（４月）変わりで…、という方が多
数だと思いますが、私は十数年来、1月スタートの「手
帳」を愛用しています。ここで、「年度」について少
し気になり、調べてみました。 
会計年度・学校年度等、日本では４月が年度の起点と
なる場合が多いのですが、万国共通ではないようです。
ヨーロッパや中国の会計年度は１月始まり、アメリカ
は10月です。また、学校年度については、ヨーロッパ・
アメリカ・中国は9月が、隣国の韓国は、なんと3月が
年度開始。各国間でややこしい事が起こっても当然だ
と思いました。 
日本には、農作物年度もありました。 
年度の始まりで7月⇒麦、8月⇒綿花、9月⇒芋、10月
⇒大豆、11月⇒米…など。 
手帳に関してお伝えするつもりでしたが、年度の話に
変わってしまいました。 
新年のスタート、手帳のスケジュール記載が沢山にな
る様に動きたいと思います。

応募資格　　 
　介護職員初任者研修修了以上の資格保有者 
　週３日～OK 
業務内容　　 
　特別養護老人ホームにおける入居者様への介護業務全般 
勤務地　 
　特別養護老人ホームまごころ館四街道 
時間　　７：００～２０：００の間で応相談 
時給　　９５０円～ 
待遇　　交通費支給 

応募先　０４３－３１２－５５５６ 
　　　　受付時間　１０：００～１７：００ 
　　　　担　　当　柳澤

介護スタッフ募集（パート）
相談部からのお知らせ 

生活相談員　佐藤　さちえ 

女王の国の「かかりつけ医」と「社会的処方」 
英国にはなかなか気のきいた医療領域があります。その
一つに「かかりつけの総合診療医」がいます。かかりつ
け医は患者さんの心身の不調だけではなく、様々な悩み
に対応してくれます。例えば身寄りのない高齢の患者さ
んが唯一の楽しみである「テレビが壊れた」と訴えてき
たら”テレビの故障は本人にとっては一大事”ですから、
先生はすぐに往診し診療と合わせテレビの修理業者を手
配し、患者さんの悩みを解消してくれるのです。 
もう一つは、お年寄りが仲間と楽しくおしゃべりするだ
けで薬を飲まなくても痛みが消える例もあることから「社
会的処方」と称して活用しています。 
認知症予防には一人にせず仲間と話し合う時間が大切だ
といわれています。AI（人工知能）やロボットが活躍す
る時代に向かいますが、人と人の絆を大切にした日常の
「社会的処方」をもっと広げていきたいものですね。

つぶやきそこかしこ 
副施設長　柳澤　和俊


