◆ 介護老人保健施設 菜の花

しました。できあがった作品は、事務所
のカウンターに飾っています。来所の際
は、ぜひご覧ください。

ゆず湯

きそうな、可愛いらしいニワトリが完成

冬至ということで、十二月二十一日に

者の皆様が作られました。今にも羽ばた

「老健菜の花の湯」にて、ゆずを浮かべ

て今年の干支である「酉」の置物を利用

たお風呂を用意しました。ゆずの香りが

本年もよろしくお願い申し上げます。さ

漂い、利用者の皆さんに大変喜ばれまし

おめでとうございます

た。まだまだ寒い日が続きますので、風

邪をひかないように気を付けましょう。

明けまして

第１2号

発行日 平成２9年１月1日
可部 菜の花

http://nanohana-kabe.com/
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。

◆ サポートハウス 菜の花畑
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
去年の思い出～秋の遠足～
おおいちょう

１１月１５日（火）に入居者様と紅葉を見に山県郡安芸太田町に行って来ました。目的地は“筒賀の大銀杏”推定樹
齢１１００年を超す巨木です。まずは腹ごしらえに近くのレストランにて昼食を食べました。

「グリーンスパ筒賀」名物のヒレカ
ツ御膳をいただきました。とっても
美味しいと好評でした。その後
目的地の“筒賀の大銀杏”へ。

医療法人 秀仁会
■ないとう内科・循環器科

■介護老人保健施設 菜の花

〒731-0221

〒731-0221

広島市安佐北区可部5丁目4‐24

広島市安佐北区可部5丁目4‐19‐10

電話 082(815)3678

電話 082(814）0008

FAX 082（815）7833

圧巻の大きさ、紅葉加減に皆様大感激

FAX 082(819）1140

■訪問看護・介護ステーション 菜の花

■デイサービスセンター 菜の花

介護タクシー 菜の花

〒731-0221

〒731-0221

広島市安佐北区可部4丁目21‐11

広島市安佐北区可部5丁目4‐19‐3

電話 082(815）1150

FAX 082(881)2111

■小規模多機能施設 菜の花

編集後記

〒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

■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

■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
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秀仁会の各事業所で、季節に応じた工作やイベント
などが行われ、利用者様に大いに喜ばれているよう
に思います。さて、今月号より本紙編集に加わること
となりました。はじめてのことで戸惑うことばかりでした
が、高原さんに教えていただきながら、なんとか無事
に発行することができました。編集するにあたり、文
字の大きさや写真の見せ方ひとつで紙面の印象が
変わり、面白いと感じる反面、わかりやすく伝えること
の難しさを痛感しました。まだまだ未熟ものですが、
一生懸命頑張りたいと思っています。どうぞ、よろしく
お願いいたします。

可部から車で１時間、出発から帰宅までの４時間、とても充実した紅葉狩り遠足でした。寒さが増して、足が遠のく

老健 管理栄養士 三谷 宜子

入居者様もおられましたが、いい思い出となりました。来年は多数のご参加お待ちしています。

FAX 082(819）1140

秀仁会だより 1月号
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秀仁会だより 1月号

◆ リハビリだより

◆ 小規模多機能施設 菜の花

★介護する人が前向きになるための
元気が出る介護のコツ★

明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い年となりますようお祈り申し上げます。
小規模多機能施設 菜の花の昨年を振り返ってみますと…

１月「ソバを楽しむ会」
畑で育てたソバの実でソバを打っていただ
き、皆様と美味しくいただきました♪

４月「桜まつり」

６月「遠足」

７月「そうめん流し」

施設のうらに咲く立派
な桜を眺めながら、手
作りのさくら餅を楽し
みました♪

安芸高田市美土里町にあ
る「神楽門前湯治村」に
行きました。迫力ある神
楽を観賞できました♪

小規模の恒例行事とな
りました。
利用者の方にも人気の
行事となりました♪

理学療法士

畑で採れたスイカで行
いました。畑で採れた
物をこうやって食べる
と、より一層美味しく
感じました♪

第７回秋祭りを開催し
ました。職員も力を入
れて劇を披露しまし
た。いつもと違った姿
を見ていただけたと思
います♪

この他にも、食事作り・おやつ作り、季節の工作等の作品作りも沢山おこなってきました。今年も昨年に負
けないくらい色々な企画や物作りなどを皆様に楽しんでもらえるよう職員一同頑張っていきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願い致します。
横山農園から･･･
今年も美味しい野菜を
沢山作る予定です!

今回は、減塩教室で作った『ミルクスープ煮』を紹介します。減塩のポイントは、干しエビ・干しシイ
タケのうま味を効かせることで、減塩による物足りなさを感じさせない、しっかりとした味に仕上がりま
す。さらに、牛乳のまろやかなコクも加え、片栗粉でとろみをつけることで冷めにくく、寒い冬に体を温
めてくれる一品です。ぜひご家庭でも作ってみてください。

干しエビと白菜のミルクスープ煮
【材料(２人分)】

【作り方】

・白菜……………200ｇ

①Aを合わせ干しエビを浸しもどす。干しシイタケは水でもどし、

・干しシイタケ…１枚
・干しエビ………10ｇ

Ａ

湯

大さじ2

酒

大さじ1

採れたてを皆様で美味
しくいただきましょう♪

横山 浩太

細切りにする。
②白菜は葉と軸にわけ、葉は一口大のざく切り、軸は一口大のそぎ
切りにする。
③鍋にごま油を熱し、千切りしたしょうが、白菜の軸、干しシイタケ

・もどし汁…………1/2カップ

を炒める。油がなじんだら①を汁ごと入れ鶏ガラスープの素を入れ

・ごま油…………大さじ1/2

て煮る。

・牛乳……………1/2カップ
管理者

④白菜の軸が煮えたら、白菜の葉を加える。牛乳を加え、再度煮立っ

・しょうが………少々

たら、こしょうを入れ、同量の水でといた水溶き片栗粉でとろみを

・鶏ガラスープの素…小さじ1/2

つける。

・片栗粉…………小さじ1

★ 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

・こしょう………少々

◆エネルギー：101kcal
◆塩分：1.0g

管理栄養士
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大道 由紀子

◆栄養だより

１１月「秋祭り」
８月「スイカ割り」

１ 人はみんな生きるペースが違います。
ペースの違う認知症の方を介護することは大変なことです。
２ 人生にはストレスがつき物です。
ストレスには良いストレスと悪いストレスがあります。
介護することが負担感の強いものになっていれば悪いストレスです。
負担を減らし、良いストレスに変えましょう。
３ 完璧な子育てがないように、完璧な介護はありません。
他人の力を借りましょう。他の人に甘えましょう。
（デイサービス、ショートステイの利用、他の家族の力を借りるなど）
４ 弱音をいっぱい吐きましょう。
５ 良かったことを共有しましょう。
１日の中で良かったことを家族で共有しましょう。
６ 時には自分にご褒美をあげましょう。
自分の時間を作りましょう。
（ショートステイの利用、散歩、小旅行など）
７ 楽観的に前向きにいきましょう。

秀仁会だより 1月号
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三谷 宜子

秀仁会だより 1月号

◆ デイサービスセンター 菜の花

◆ トレーニングセンター 菜の花畑

明けましておめでとうございます。皆様方のおかげで無事に新しい一年を迎えることができたこと、ス

明けましておめでとうございます

タッフ一同感謝申し上げます。皆様方に快適な一日を過ごしていただけるよう努めてまいりますので本年も
引き続きよろしくお願い致します。

みなさまに支えられ新年を迎えることができました。そして、菜の花畑の建物は設立して１年となりま

もこもこアート 完成!!

した。また、トレーニングセンターは開設して１年になります。期待に添えなかったことやご迷惑をお掛
けしたことも多々ありますが、これからも利用者様の声に耳を傾け、喜んでいただけるサービスを目指し
ていく所存です。本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

毛糸を一本一本切りながら貼り合わせて作った作品です。糊
と毛糸の貼り合わせがとても難しく指にくっついてしまうこと
がありますが、みなさんとても集中して取り組まれた結果、ど
の作品もとても素敵なアートに完成しました。

１２月のデイサービス
コ

レ

クリスマスの壁画です↓↓

クリスマスツリーを手作りしました。ツリーの飾りをご覧くださ
い。緑や赤の丸いものは卵の殻に布を貼り合わせて作ったも
のです。雪が積もっているようなふわふわしたツリーが可愛ら
しいですね。

職員の抱負
山本直樹：色々、企画してみんなおきにいりのトレーニングセンターにしたい！
奥田隆弘：喜ばれるように頑張りますので皆さんも休まず元気なえがおください。
千蔵悠子：今年は世界一は無理かもだけど日本いちくらいのトレーニングセンターにしたい！
友成卓矢：ごじたくや近所の公園でもできる健康を維持するトレーニングを提案します！
渡邊真由子：思い立ったらいまゆこうトレーニングセンターへ！ 来ても後悔させません！

ウォーキングマシン 導入
おまたせしました。たくさんの方からウォーキングマシンを導入して欲しいとの声がありましたので設
置しました。窓からの絶景を見ながら歩くことができます。また気持ち良くて大人気の通称『足袋』を１
台追加しました。ぜひ体験に来てください❤

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。前日の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、ぜひ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
●電話番号 ：０８２－８１５－１１５０（担当：廣幡 明日香）

◆ 訪問看護・介護ステーション 菜の花
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

見学・体験利用大歓迎！

２０１７年!! 今年はどんな年にしたいですか? 私は菜の花に来てまだ１年半なのですが、利用者様の家に訪

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

問させていただくたび、日々勉強だなと感じる毎日です。調理の仕方、掃除の仕方など、まだまだ知らない
ことがたくさんあります。人生の先輩方に教えていただいたことを生かしながら、自分自身ももっと成長し
ていきたいなと思います。今年は、訪問時間内でできることをもっと増やせるように頑張りたいと思います!!
ヘルパー
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永山 恵美

秀仁会だより 1月号

Page 3

秀仁会だより 1月号

◆ ショートステイ菜の花畑

◆ 通所リハビリテーション 菜の花

明けましておめでとうございます！

菜の花畑は初めての正月を迎えました。

平成２９年が始まります。デイケアも新年から新しく様変わりをしますので、これまでと同様よろしくお願いいたし

こうして無事やってこれたのも、利用者様やご家族のみなさまに支えられて来たたまものだと思っております。まだまだ

ます。人は悲しい時、なんて泣きますか？ シクシク→四九四九です。４×９＜シク＞は？→３６ですね。では、人は

至らない点もあるとは思いますが、職員一同、みなさまに楽しんで利用していただけるように今年も頑張っていきたいと

楽しい時なんて笑いますか？ ハハハ→八十八です。８×８＜ハハ＞は？→６４ですね。ふたつの数字を足したら１０
０です！ 人生は泣いちゃうことが３６％、笑っちゃうほど楽しいことが6４％なんです。楽しいことのほうが、多く起
こる

思います。どうぞよろしくお願いします!!
今回はショートステイ菜の花畑の職員の今年の抱負を聞いてみたので載せてみました。（個人的抱負も含めて）。また
今年は酉年なので写真の代わりに自分が描くイメージ鳥にしてみました。いかがでしょう。

干支の工作「酉」で（事務所の職員の指導を受けながら…）と
ても可愛い置き物が仕上がりました。それぞれ個性があり同じ
物はありません。きっと、自宅で「コケコッコー」と金の卵を
生んでくれてますかね！

永山 佑介

河戸 明美

菊川 志保

(仕事の抱負)

(仕事の抱負)

(仕事の抱負)

皆さんが楽しく過ごせるように
色々と考えていきます!!

楽しく過ごせることを

周りのペースに合わせて

たくさん考えていきます!

スムーズに仕事を進める。

(個人的抱負)

(個人的抱負)

＋10kg増!
筋肉モリモリ !!

－5kg減 !!

身体のケアを忘れず
穏やかに過ごす。

松本 由香利

片山 絢子

橋本 直子

(仕事の抱負)

(仕事の抱負)

(仕事の抱負)

仕事を覚え、遅れることなく

明るく楽しい生活を送って

利用者の方が楽しい日々を過

皆さんについていくこと。

いただけるよう工夫していく。

ごせるよう生活を支援していく。

(個人的抱負)

(個人的抱負)

(個人的抱負)

体調を崩さず一年間
元気に過ごす !

体調管理をしっかりする !

体調を崩すことなく健康に
気を付けて過ごしていく。

―スタッフ紹介―
招き猫にはまだ色が着
いていませんが、きっ
と新しい年には完成し
て皆さんを出迎えてく
れているはずです。

この度デイサービスから異動になり12月
からデイケアで勤務しています石田 礼子
です。利用者様のことがわかったらと思っ
たら、また覚えることがたくさんできて頭
が混乱しています。できる限り頑張って
利用者様のお役に立てるようにと思いま
す。

(個人的抱負)

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

◆ 居宅介護支援センター 菜の花
明けましておめでとうございます。皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎えることができました。昨年は、
熊本や鳥取の地震、北日本での台風被害など悲しいニュースが多かった１年のように思います。今年は良い年にな
るよう願うばかりです。
昨年は高齢者が絡む車の事故も多く報道されました。近年、交通事故の死者数は年々減少傾向にある一方、65歳
以上の高齢者が占める割合が高くなっています。事故の被害者だけでなく加害者になるケースが増えています。そ
の背景には、高齢者人口の増加だけでなく高齢者特有の事情も影響しています。高齢社会が今後ますます進展する
中、高齢者の交通事故対策には、高齢者本人だけでなく周囲にいる方々の理解も重要です。
高齢者の中には、タクシーはお金がかかるし、車がないと買い物や通院など生活に困る方も多いのも事実です。
その代替となる方法については、自治体によって乗合タクシーや送迎サービスをしたり、広島市では運転免許証を
自主返納された方を対象にバスやタクシーの運賃割引制度があります。その他、介護保険での電動カートレンタル
利用などもあります。
何かお困りのことがありましたら、いつでもご相談ください。
居宅介護支援センター菜の花 大下 和麻

今回お届けできなかったスタッフのものは、来月号で紹介したいと思います。お楽しみに!!
管理者
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永山 佑介

秀仁会だより 1月号

