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菜の花通信、秀仁会だよりのバックナンバーもホームページに掲載しています。 

第１０号  発行日 平成２８年１１月１日 

可部  菜の花 

◆ 介護老人保健施設 菜の花 

どれみふぁ保育園からのかわいいお客さま 
 １０月１３日（木）、菜の花にかわいいお客さまが来てくれました。近所にある“どれみふぁ保育園”のうさぎ組の子ども 

たち１４人です。担任の先生といっしょに、歩いて菜の花に遊びにきてくれました。カープのクライマックスシリーズが始 

まっていたこともあり、先生や子供たちはカープのユニフォームや帽子をかぶって、歌や楽器の演奏、そして踊りを披露 

してくれました。「練習通りにできるかな？」と担任の先生も心配しておられましたが、子供たちは日ごろの練習の成果 

を存分に発揮してくれました。見ている利用者の皆さんも、とても優しい笑顔で、子供たちの歌や踊りに見入っておら 

れました。 

 終了後、子供たちから、折り紙で作った“どんぐり”をプレゼントしてもらいました。受け取った利用者の皆さんは、子ど 

もたちの手をとって、「ありがとうね、また来てね」と笑顔でこたえておられました。とってもかわいいお客さまに、利用者 

の皆さんも喜んでくださいました。 

 今回、このような機会をあたえてくださったどれみふぁ保育園の 

先生方、本当にありがとうございました。 

また 
 きてね 

芋ほりをしました 
 １０月１４日（金）に芋ほりを行いまし 

た。今年は少し収穫量が少なかったように 

思います。 今年収穫したサツマイモは、 

１１月２日（水）の昼食で、イモご飯と天 

ぷらにして皆さんに召し上がっていただく 

予定です。楽しみにしていてくださいね。 
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  豆腐入りのやわらかいお団子を作りました。利用者様が一生懸命に丸めてくれた団子をホットプレートで焼いて、タレをから 

 め、あんこで丸めて出来上がり。「おいしい」「また食べたいね」と、利用者の皆さんもよろこばれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 小規模多機能施設 
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 １０月に入り再び農園のスタートです。利用者様が草む 

しりをして畑を耕してくださったので、大根・春菊・ホウレン草 

の３種類の種まきを行いました。                 

 今からが楽しみです。収穫した野菜で次回は鍋料理を 

予定しています。  

横山農園情報 

恒例のおやつ作り

お知らせ 
 １１月１３日（日）１３時３０分から 『第７回小規模多機能施設菜の 

花』の秋祭りを行います。 

 今年は、こどもソーラン「金漁」や三味線、そして職員による出し物 

があります。屋台では、焼そば・からあげ棒・ポップコーン・ジュース！  

お子様にはお菓子が当たるゲームもありますので、皆様のご参加をお 

待ちしています。 

★ お問い合わせ ★ 

体験利用・見学を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 

明るいスタッフがお待ちしております。 

小規模多機能施設 菜の花   電話 082‐818‐6006  担当：横山、三通田 

お父さんが嫌いな食べ物は何でしょ

うか？ 

こたえは

次号で！ 



 

 

見学・体験利用大歓迎！ 
お好きな時間に見学、体験利用をしていただけます。 

お気軽にお問い合わせください。みなさまのお越しをお待ちしています。 

   ●営業日：月曜日～金曜日（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 ０８２-５１６-７７２７  担当：山本、奥田 

◆ トレーニングセンター 菜の花畑 
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    トレーニングセンターがオープンした時の作業療法は、ペグボード、豆つまみ、数字合わせ、碁石の色分け等の５、６ 

種類でしたが、この度、手先や、脳のトレーニング等を強化するために作業療法の種類を増やしました。トレーニングと聞 

いて１番にイメージするは、「筋トレ」ですが、トレーニングは、筋力だけでなく、持久力、脳のトレーニング、行動や動きを改 

善する等、多岐に渡ります。住み慣れた自宅での生活を継続するためには、心身共にトレーニングをする必要がありま 

す。また、利用時間（３時間）を全て、マシントレーニングを行う事は体力的にも精神的にも無理があります。マシントレーニ 

ング以外の時間も充実した時間を過ごしていただくために、今後も随時、作業療法を増やしていきたいと考えています。 

なお、作業療法の内容は、毎日１０種類程度用意しており、基本的に週単位で内容を更新いたしますので、来てみるま 

でわからないドキドキ企画なのです。 

作業療法 パワーアップ 

ペグボード 折り紙 ちぎり絵 俳句 

豆つまみ 粘土 ジグソーパズル ビーズ通し 

ストローつまみ そろばん 色分けマラカス 間違い探し 

碁石の色分け 塗り絵 ルービックキューブ もつれひも 

数字合わせ 絵手紙 パズルボックス 意味調べ 

玉落とし 水彩画 編み物 スケッチ 

文字つなぎ 書道 カメラ グラスタワー 

昔の遊び 囲碁・五目並べ ドミノ 書写 

読書 タブレット 知恵の輪 蝶々結び 

作業療法等の一覧 

カラオケも始めました♪！ 
 声を出したり、歌うことも健康を維持するために欠かせません。トレーニングセンターでは、カラオケ 

を始めました。数名の方がマシントレーニング待ちの間に歌われています。ぜひ、カラオケ好きの方は、 

「ボイストレーニング（直訳：声の訓練）」に来て下さい。 



 

 

◆ 通所リハビリテーション 菜の花 
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見学・体験利用大歓迎！ 

体験利用を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 

●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：８：３０～１７：００    ●電話：０８２-８１４-0008   担当：岩本 直子 

沖縄すずめ瓜 

色とりどりのだるまさん 

 １１月を旧暦表記すると、霜月(しもつき)と呼びます。文字通り「霜が降る月」という意味です。こたつ、毛糸、鍋、おでん 

など暖かいものが恋しくなりますね。日に日に寒さが増し、家から出たくないと思われる方もおられると思いますが、皆さん 

休まずにデイケアを利用してくださり「感謝」です。「感謝」の「謝」は「言葉で射る」と書きます。言葉に出さなければ感謝で 

はない、「ありがとう」の気持ちは言葉に出さなければ相手に伝わらないそうです。感謝の気持ちを言葉にして伝えてみま 

しょう。 

「沖縄すずめうり」の実がなりまし 

た。どんどん増えていますが、赤 

くなるのは、もう少し先のようで 

す。赤くなり始めたらデイケアに 

かざりたいと思います。 

  色とりどりの「だるま」が完成しました。 

表情もひとつひとつ異なり、見ているだけで癒され 

ますね。 

   出来上がった作品は、デイケアの玄関に並て、 

皆さんを出迎えています。 

  デイケアを利用されている、男性の方が 

シュレッダー（書類などを細かく切るもの）の 

土台を、自宅で作り、施設に提供してください 

ました。下に、大きなビニールを取り付けるこ 

とができるようになっているので、度々ゴミを 

捨てる必要がなく、とても助かっています。 

「ノーベル賞の大隅さんの話で人がやらない 

事をやろうと思った」と言われたので、自分も 

何かやってみようと作ってみた」話されていま 

した。 

利用者さんの作品 

トラックがバナナとみかんと桃を荷台に積んで

走っています。このトラックが急カーブで落とし

たものはなんでしょう？ 

 
こたえは

次号で！ 



 

 

 

 

 

       

 

 

     

   

 

   

◆ サポートハウス 
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 畑に植えたサツマイモを収穫 

しました。城保育園の園児さんと 

一緒に掘りました。大きなサツマ 

イモに老若男女大はしゃぎでし 

た。掘ったイモは園児さんにも持 

ち帰ってもらいました。入居者の 

皆様は夕食でサツマイモの天ぷ 

らを召し上がられました。大好評 

でした。 

 こすもす陶芸教室の北野先生をお招きし、陶芸体験を行

いました。焼きあがりは１ヶ月後です。楽しみですね。 

◆ 訪問看護・介護ステーション 

 この度、諸般の事情により、９月３０日をもちまして、いきいきサロンを閉鎖することとなりました。皆様 

の長年にわたるご厚情に感謝申し上げますとともに、急な閉鎖でご迷惑をおかけしますことを深くお詫 

び申し上げます。 

  訪問では、毎月１回勉強会を行っています。介護技術、知識、法令に関すること、緊急時の対応、虐待防止、食中 

毒予防などです。今月は、接遇（マナー）について、学習しました。挨拶や言葉づかい、態度など、今までを振り返り、 

反省したり、確認することができました。利用者様お一人おひとりの希望されるサービスを、訪問するヘルパーが一様 

に提供でき、また、利用者様の体調の変化や環境の変化に、スピーディーに対応できるよう、報連相（報告・連絡・相 

談）を徹底していきたいと思います。 

                                                                     ヘルパー 河合 京子 



 

 

 

 

◆ デイサービスセンター 菜の花 
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 先月、どれみママによる演奏会がありました。ピアノとクラリネットに合わせてみんなで合唱しました。 

カープグッズを持って「それいけカープ！」を熱唱しました。その甲斐あって、今年はリーグ優勝を果た 

し、日本シリーズへの出場も決まり、歴史に残る一年になったと思います。本当に良かったですね。 

「虫の声」など秋の歌を 

たくさん用意してくださいました。 

見学、体験利用大歓迎 

好きな時間に見学、体験利用をしていただけます。前日の午後１６時までに連絡いただければ食事
も無料でご用意致します。入浴や理学療法士のリハビリ、あん摩マッサージ指圧師のマッサージも体
験もできます。もちろん、送迎も致しますので、是非、足を運んでいただければと思います。 

●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 

●住所：〒７３１－０２２１ 広島市安佐北区可部四丁目２１番１１号 

●電話番号 ：０８２－８１５－１１５０（担当：大道） 

●ＦＡＸ番号：０８２－８８１－２１１１ 

 すっかり秋らしくなりました。柿ともみじの色合いがとても 

あざやかです。そろそろ紅葉の季節でもありますね。お出 

かけしたり、窓から眺めて見るのも良いですね。きっと癒さ 

れるはずですよ。 



 

 

◆ リハビリだより 
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  今年は夏の暑さが長引いたため、秋がかけ足で通り過ぎようとしています。産直市などに立ち寄ると、キノコやサツマ 

 イモ、リンゴなど秋の味覚が盛りだくさんに並んでいます。味覚の秋にちなんで、今回は味覚障害について紹介します。 

 味覚には、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の５種類があります。これらの味を、舌の表面にある味蕾（みらい）という小さ  

な感覚器官がキャッチして脳に伝えます。この味蕾の機能がうまく働かないと、味をきちんと感じることができなくなりま 

す。 

 味覚障害でもっとも多い症状は、味がわからなくなる味覚低下あるいは味覚消失・脱失です。次に多い症状は「何も 

食べていないのに口の中が苦い」などと訴える自発性異常味覚で、味覚低下とともに現われる場合もあります。 

さらに、このような症状から食欲がなくなったり、食事ができず体重が減ったりする人もいます。また、塩味がわからず塩 

辛い食事を続けていけば、高血圧につながるなど、二次的な症状が現れることも考えられます。 

味覚機能は年齢とともにゆっくり低下し、70歳あたりの高齢になると急激に低下します。そして、この条件に味覚障害を 

ひきおこす原因（薬の副作用、全身の病気、血液中の亜鉛不足など）が加わると、味覚障害が起きやすくなります。次 

に味覚障害を予防するためのポイントを紹介します。 

 

•亜鉛を含む食品を食べるなど、栄養バランスのとれた規則正しい食事をする。 

•唾液が出るようによくかんで食べる。 

•食後の歯みがきなどで、口の中を清潔にする。 

•喫煙を控える。 

 

  しっかりかんで食べる、歯みがきをする、喫煙を控える、これらは味覚障害だけでなく健康を保つためにとても重要 

 なことです。亜鉛は、抹茶、緑茶、玄米茶、ココア、牡蠣、煮干し、のり、いりごまなどに含まれています。市販の補助栄養 

 食品サプリメントで亜鉛を補充するのも良いでしょう。 

 いつまでも、口からおいしく食べることができるといいですね。     

                                     言語聴覚士 鬼木 恵美 

美味しさを感じる味覚 

〇 バラエティにとんだ刺激 

× 単純な刺激 

出典：Health Clinic 

◆ 居宅介護支援センター 

 1年と少し、産休と育児休暇でお休みをいただいていましたが、8月の終わりから居宅介護支援セン 

ターへ復帰しました。初めての子育てでまだまだ慣れないことだらけですがなんとか1歳まで大きくな 

りました。1年ぶりの仕事復帰は仕事を思い出すところから始まり、新しくできた菜の花畑の施設に驚 

き…と、まだまだ少しずつ感覚が戻ってきている感じです。皆さんよろしくおねがい致します。 

                                      介護支援専門員 北村 あや 



 

  

■介護老人保健施設 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 

医療法人 秀仁会 

■訪問看護・介護ステーション 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4‐19‐3 

■ないとう内科・循環器科 

〒731-0221  

広島市安佐北区可部5丁目4‐24 

電話 082(815)3678  FAX  082（815）7833 

■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 

■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 

■居宅介護支援センター 菜の花 

〒731-0221  

広島市安佐北区可部5丁目4‐24 

電話 082(814）2001  FAX 082(819）1140 

■サポートハウス 菜の花畑 

■ショートステイ 菜の花畑 

■ トレーニングセンター 菜の花畑 

〒731-0221  

広島市安佐北区可部6丁目14‐8 

電話 082(516)7727  FAX 082(516）7726 

 
編集後記 

 広島東洋カープがクライマックスシリーズのファイナル 
シリーズも突破し、２５年ぶりの日本シリーズ進出も決ま
りました。広島がカープの応援で盛り上がる中、今号でも
カープの優勝を祝うように、カープのユニフォームを着た
行事が、各事業所で行われていますね。ぜひとも、日本
シリーズを勝ち抜いて、日本一の喜びを、また利用者の 
皆さんと味わいたいと思っています。 
 さて、秋も深まり、各事業所の畑では大きなサツマイモ 
がたくさん収穫されたようですね。続けて各事業所では秋 
祭りが予定されています。その様子は次号でお伝えする 
予定ですので、お楽しみに。 日に日に寒さが増していく 
時期です。皆さん、体調を崩されないようにお過ごしくださ 
い。                     

高原 望 

◆ ショートステイ菜の花畑 

Page 8                                                                  秀仁会だより 11月号

 秋深くなり、朝晩寒く、日が暮れるのも早くなりました。温度差のため、風邪をひかれることがあります。寒さを感じた時は 

一枚上着を羽織るなどして対応をされますように！ 

秋といえば、紅葉の秋・スポーツの秋・芸術の秋・そして食欲の秋と言われます。ショートステイ菜の花畑の利用者様に 

は、是非リハビリやレクレーションの秋にしていただきたいと思います。 

身体全体を使うこと、手先を使うこと、頭脳を使うことを、いつもより1.5割増しで、挑戦してみませんか？ 

飽きがこないよう、様々なものを少しずつ用意しております。身体の調子を整え、無理せず挑戦に来られるのを心から 

お待ちしております。何か挑戦したいと思われるものがありましたら、スタッフにお声をおかけください。 

できる範囲でリクエストにお応え出来るよう頑張ります。 

皆様、体調を崩されませんように。 

最後に一部分ではありますが、手先を使うリハビリの物を紹介します。 

☜ 紙に貼り付けられたペットボトルのふたを 

   外して、またつけます。 

   さぁ、何秒でできるでしょうか。 

   ☞ 何本もある紐をちょうちょ結びで結ん 

      でいきます。皆さんは、何秒で全部を 

      結べるでしょうか。 

これ以外にも色々なリハビリがあります。ぜひ一度試してみてください。          看護師  菊川 志保 


