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介護老人保健施設 菜の花

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ(デイケア) 菜の花

訪問看護・介護ステーション 菜の花

いきいきサロン 菜の花

居宅介護支援センター 菜の花

介護タクシー 菜の花

〒731-0221

広島市安佐北区可部5丁目4-19-10

電話 082(814)0008 ＦＡＸ 082(819)1140

小規模多機能施設 菜の花

〒731-0215

広島市安佐北区可部町南原340－1

電話 082(818)6006 FAX 082(562)2127

デイサービスセンター 菜の花

〒731-0221

広島市安佐北区可部4丁目21-11

電話 082(815)1150 FAX 082(881)2111

第130号 2015年（平成27年）10月1日 発行

菜の花では、習字教室を行っております。菜の花通信の表題は、習字教室に

参加された方に書いていただいており、今月は施設入所をご利用の方にお願い

しました。今月も、心を込めて菜の花通信をお届けします。

ホームページアドレス：http://nanohana-kabe.com/

サポートハウス菜の花畑の工事も順調に進

んでいます。写真右は、１階のショートステ

イ部分です。詰所からまっすぐに伸びる廊下

をはさんで、皆さんに利用していただく居室

があります。詰所の前にはちょっとしたホー

ルがあり、皆さんの憩いの場として利用していただく予定です。

居室は、４人部屋が３室、個室が８室の計２０床です。

写真左は、１階のデイサービス部分です。ここにはリハビリ機器が入り、トレーニング中心のデ

イサービスになる予定です。庭には桜の木（ソメイヨシノ）を植える予定です。毎年春には、皆

さんでお花見ができますね。来年のオープンに向けて準備は着々と進んでいます。皆さん楽しみ

にしていてくださいね。

今年も食欲の秋がやってきました。先日、老健で、新米に採れたての栗を入れて栗ごはんを

炊き、炊きたてを皆さんにひとくちずつですが召し上がっていただきました。旬の食材に皆さん

とても喜んでくださいました。さて、昨年に引き続き、老健では１０月下旬に「芋ほり大会」

１１月上旬に「焼き芋大会」を予定しています。畑のサツマイモも順調に育っています。お楽し

みに！
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認知症について

◆認知症も種類はいろいろです◆

認知症は主にアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の２つの種類に分かれ、この２つで

認知症の約８割を占めています。

そのほかの認知症であげた慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症などは、早期なら、原因となってい

る病気を治療すれば、症状が改善することがあります。

●アルツハイマー型認知症

脳に特有の変化が起こり、委縮（ちぢむこと）がおこる病気で６５歳未満で発症すると「ア
いしゅく

ルツハイマー病」と呼ばれます。

●脳血管性認知症

脳卒中（脳梗塞や脳出血）等に引き続いておこります。

●そのほかの認知症

慢性硬膜下血腫・正常圧水頭症・脳腫瘍・甲状腺機能低下症ビタミンＢ12欠乏・薬の副作用・

非アルツハイマー型変性疾患（アルツハイマー以外で脳に変性をきたす病気の総称）などがあ

ります。

☑チェックしてみよう！

最近こんなことが起こっていませんか？

Ｑ１ □同じことを何度も聞く。

Ｑ２ □ものをなくしたり仕舞い忘れたりする。

Ｑ３ □新聞やテレビを見なくなった。関心がない。

Ｑ４ □昼間寝てばかりいる。

☑があったらもしかして認知症・・・？

早期の認知症は、適切な治療で症状が改善（進行を遅く）することがあります。疑われたらき

ちんとした診断を受けましょう。

作業療法士 大道 史明
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新聞に小学生の「生活体験に関する調査」の結果の記事が出ていました。

ある道具を使える子が、20年前の約3分に１に減っているとのことです。

その道具とは“マッチ”でした。調査によるとマッチを使える小学生は全体の18.1％でした。

お墓参りで線香をあげるとき、花火をするときもチャッカマンやライターを使い、マッチを使

う機会が減っているなぁと感じます。

理科の実験でアルコールランプに火をつけるとき、誰がマッチを擦るか、じゃんけんで決めてい

たなつかしい光景も、今は見られなくなっているのですね。（ちなみに、最近の実験ではガスバー

ナーを使うそうです。）

また、「缶切りで缶詰を開けることができる」、「包丁でりんごをむくことができる」、「タ

オルを絞ることができる」ということも、できない割合が増えていました。いずれも6～７割の親

が子どもにやらせたことがないという回答に、体験する機会が少ないのでやむを得ないのかなと

思います。

私が、便利な道具に変わり使うことが減ったと感じる物が、「すり鉢」と「すりこ木」です。

胡麻は「電動ごますり器」を使う、または擦りあがった胡麻を購入、白和えは「フードプロセッ

サー(食材をみじん切りやペースト状にできる調理器具)」を使えば、短時間で作業ができます。

しかし、おやつ教室で利用者さんが、胡麻を擦るとき、円を描くようにかろやかに、ゴリゴリと

すりこ木を扱う様子は、手をかけて丁寧に作業をしていたことが感じられます。すり鉢ですると

胡麻のいい香りも漂ってきます。

白和えも豆腐をすり鉢でよくすると、手間はかかりますが、なめらかな美味しい和え衣を作るこ

とができますね。

子どもたちに伝えたい道具の一つです。

管理栄養士 赤星 房枝

人は皆、安らかな最期を迎えたいと思います。

病にかかったり、事故に遭った時、意識がなくなり、回復する見込み

がなくても不本意な延命治療が施されることもあります。自分はどう

いう最期を迎えたいのかを自分のためだけでなく、家族のためにも元

気な時に意思を伝えておくことが大切であると、日々看護に携わる中

で強く感じるようになりました。

在宅で看取りをさせていただく中で、自宅で最期を迎えられたがん患者様がリビングウィル

（生前の意思表明）をされていました。できるだけ自宅で療養したいと奥様は希望され、麻薬を

使用して痛みの緩和を図られました。子供さんのいない夫婦二人暮らしでした。ふたりとも尊

厳死の宣言書を弟夫婦に託されていました。弟夫婦も理解され、最期はご主人と弟夫婦に静か

に看取られました。

ご主人や弟夫婦は最期を自宅で迎えることができて良かったと感謝されていました。。

訪問看護ステーション 看護師 國澤 恵子
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問い合わせ

１０月

リハビリやデイケアの様子の見学、１日体験利用(送迎・食事付き）受付けしています！
お気軽にお問い合わせ下さい。

営業日 月～土曜日（祝日も営業しています）※年末年始、ゴールデンウィーク、お盆はお休みです

営業時間 ８：３０～１７：３０ 問い合わせ先 ０８２-８１４-０００８

デイケアでの最高齢の方が白寿を迎え

られました。数えでは１００歳です♪

おめでとうございます！！
みなさん、いつまでも
お元気でいて下さいね。

今年は９月２１日（月）が敬老の日でした。
そこで、デイケア利用者様の年齢別の人数統計を調べてみました♪

今年、節目の年を迎えられた方と写真を撮ってお祝いをさせて
いただきました。

祝 敬老

５０～５９歳 １名

６０～６９歳 １名

７０～７９歳 １９名

８０～８９歳 ４６名

９０～ 歳 １０名

平均年齢を出してみると・・・

７９.９歳になりました♪

みなさん、
これらの漢字
が読めますか？

傘寿・米寿・卒寿・白寿

編集 岩本 直子
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１０月

１０月４日（日）は通所系の秋祭りがありますが、今年の秋祭りのデイサービスの出し物は

「日本一の信太郎！」です。日本昔話の『桃太郎』のデイサービス菜の花版です。昔話では、川

上から大きな桃が流れて来て、おばあさんが桃を持ち帰り、割ると中から桃太郎が現れ、犬、猿、
きじを仲間にして鬼ヶ島で鬼を退治してめでたしめでたしとういう話ですが、デイサービスの職

員がする劇はそう簡単にいくのでしょうか？これは、また何やら起こりそうです(^。^)

人気アニメキャラク
ターのジバニャンを作

りました。元の絵が白

黒だったのでカラーに

する作業はとても大変
でしたが、上手く出来

ました。

久々のロジックアート完成！！

好きな時間に見学をして頂けます。短時間の見学から１日体験利用まで受け付けています。前
日の１７時までに連絡頂ければ食事も無料でご用意致します。お風呂やリハビリの体験も出来ま

ます。もちろん、送迎も致しますので、是非、足を運んで頂ければと思います。

●営業日：月曜日～土曜日（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始を除く）

●営業時間：８：３０～１７：３０

●電話：８１５－１１５０（担当：森山） 笑顔を提供するデイサービスセンター 菜の花

ピオーネを狙う
桃色カラス(*^。^*)

紙皿に半紙を貼り、さらに
その上に折り紙でぶどうや

お花等を作って完成です。

半紙の紙皿完成！！

よろしくお願

いします❤

職員紹介
千蔵 悠子

（ちくら ゆうこ）
好きな食べ物

グラタン

好きな言葉

悠々自適
コメント

７月から菜の花で働かせて

頂く事になりました。介護
の仕事は初めてでわからな

い事ばかりですが少しずつ

勉強していきたいと思って

います。仕事を楽しみ、周
りの人達も楽しませる事の

出来る職員になりたいです。
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９月に入り、過ごしやすい季節になりましたね。朝晩は肌寒く感じるようになってきまし

たが、体調を崩さないように気を付けて過ごしていきたいですね。

小規模多機能施設では、８月に利用者の皆様にお手伝いをして頂き、昼食にお好み焼きを

作って食べました。キャベツを切る作業から始まり、生地と混ぜ合わせて焼きました。普段

の食事で出ることがないので、皆さん、「すっごく、美味しいよ。」と満面の笑みで言って

下さいました。そばが入っていたので、ボリューム満点でお腹も満たされました。

皆さん、あっという間に「ごちそうさまでした。」と言われました。

横山農園では、利用者様による農作業で草抜きから始まり、土を耕して整え、いただいた蕎

麦の種を植えて頂きました。今、芽が伸びている 中です。

初は畑の真ん中部分だけだったのですが、今では畑一面に蕎麦の芽が伸びています。左右に

植え替えた芽も次の日には、元気よくなっていました。

蕎麦の実が収穫できるように祈るばかりです。
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はじめまして。９月より居宅介護支援センター菜の花で勤務しております松島沙野香（まつしま

さやか）と申します。

介護業界は長いのですが、安佐北での勤務は初めてでこれから覚えないといけない事が沢山ある為、

周りの先輩方に支えてもらいながら精いっぱい頑張ります。

趣味はテニス（まだ1年弱の経験ですが）と、カラオケで青春時代の曲を思い

切り歌う事です。しっかり体を動かし、大きな声を出す事で心身共にスッキリし

ます。日々新しい事を吸収しながら、利用者様・ご家族様から信頼されるケアマ

ネを目指します、よろしくお願いします。

介護支援専門員 松島 沙野香

秋ですね。皆様はどんな時に秋の訪れを実感

していますか？

金木犀や秋桜、秋明菊、山茶花など沢山の花に

も秋の訪れを感じます。朝晩涼しくなりました。

気温の変化で体調を崩されないようお気を付け下

さい。

サロンにも秋が来ました。今年は沢山の柿が食

べられそうですね。

捻原 明美

先月のこたえ

１．○の中に入る文字はなんでしょうか。 ①あ ②う ③ ④ん ⑤う ⑥き

２．漢字の読み方。①どんぐり ②ほおずき ③さんま ④りんご ⑤きんもくせい ⑥ざくろ

次のことわざの○○に入ることばは何でしょうか。
ヒント…秋に関することわざですよ(^o^)

１、○○○○は、嫁に食わすな
※ヒント：○○○○は、身体を冷やすから大事な嫁に食べさせるなということ（諸説あり）

２、○○○○○○と秋の空
※ヒント：どちらも変わりやすい

３、天高く○○肥ゆる秋
秋は空気も澄んでいて、空も高く感じられ、○○も肥えるような収穫の季節でもある。

４、秋の日は○○○落とし
秋の日の急速に日が暮れる様子をあらわしたことわざ



8

編集後記

朝晩すっかり涼しくなりました。

各事業所のプログラムの内容も、

秋を感じるものが多いですね。秋

といえば「食欲」「芸術」「読書」

「スポーツ」等々。秋には美味し

いものがたくさん収穫されること、

また気候も良く、色々と活動をし

やすい時期ということなのでしょ

うか。皆さんは、どんな「○○の

秋」を楽しんでおられますか。

介護支援専門員 高原 望
お詫びと訂正

先月号の菜の花通信が第１２８号となっておりましたが、正しくは

１２９号でした。訂正してお詫びします。

施設の２階で育てていたヘチマがこんなに大きくなりました。（写真

右上） となりにおいているのは『ほおずき』です。ヘチマが大きいの

で、ほおずきが小さく見えます。皆さんはヘチマでたわしを作られたこ

とがありますか。私も小学校の授業で作りましたが、当時は何日もの間、

水の中にへちまを浸け、腐らせてから作るという方法でした。最近は、

手軽に鍋でぐつぐつ炊いて、簡単に作る方法があるとか…。（写真右下）

菜の花でもチャレンジしてみましたが、煮る時間が長すぎたのか、残念

ながら失敗。次に収穫されるヘチマで再挑戦です！

畑では、サツマイモもすくすく育っています。

芋のつるを収穫し、利用者さんと一緒に皮を剥

いたりしています。サツマイモの収穫はもう少し先になりそうですが、

食いしん坊の私は、今年もまた利用者の皆さんとホクホクの焼き芋を

頬張ることを想像しならが、日々畑の手入れを行っています。

支援相談員 高原 望

毎月の手工芸では、利用者の皆さんに楽しんでいただけるよう、相談員

が準備をしています。 ９月の手工芸では、１０月のハローウィンを前に、

クッキーのオーナメントを作りました。粘土をこねて、アルミ箔で表面に

凹凸を付け、チョコレート色の粘土をトッピングし、色を塗りま

した。まるで本当のクッキーのようで、見ているだけで甘～い香

りが漂ってくるようでした。

利用者の方も、「美味しそうなね」と楽しみながら作られました。

出来上がった作品は、施設内に展示する予定です。お楽しみに！。

下記のとおり、栄養教室を開催します。

日時 ： １０月２４日（土）１４：００～１５：００

場所 ： 老健 １Fホール

テーマ：「無理せずに続ける減塩生活」

皆様の参加をお待ちしています。参加をご希望の方は、施設の管理栄養士

赤星までご連絡ください。


