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今年の文化発表会には６名のご入居者とご家族 1名が参加されました。6ヶ月に渡
る練習の成果を遺憾なく発揮されました。しっかりしたハンドベルの音が地域交流室

に響き渡りました。あまりの見事さに私自身も目頭が熱くなりもらい泣きをしまし

た。月に２回の練習でこんな素晴らしい演奏をされるとは感激でした。音楽療法士が

忍耐強く１つひとつ丁寧に指導してくれた練習の賜物です。限られた時間での演奏と

お歌でしたが集中されていました。 
ご入居者が日々の暮らしの中で身体を動かしつつ楽しみな時間を過ごされること

が出来て、本当にうれしく思い、皆様に感謝申し上げます。 

  昭昭和和２２１１年年１１１１月月３３日日のの日日本本国国憲憲法法発発布布をを記記念念ししてて、、昭昭和和２２３３年年にに『『文文化化のの日日』』

ととししてて制制定定さされれままししたた。。文文化化のの日日ととはは『『自自由由とと平平和和をを愛愛しし、、文文化化のの発発展展をを願願うう国国民民

のの祝祝日日』』をを意意味味ししてていいまますす。。  
  翌翌１１１１月月４４日日ががユユネネススココ憲憲章章記記念念日日でで昭昭和和２２１１年年にに制制定定さされれままししたた。。ユユネネススココはは

教教育育・・科科学学・・文文化化ににおおけけるる諸諸国国間間のの協協力力をを促促進進すするるここととにによよりり、、平平和和とと安安全全保保障障にに

寄寄与与すするるここととをを目目的的ととしし、、諸諸国国民民のの相相互互理理解解のの促促進進、、一一般般教教育育のの普普及及、、文文化化遺遺産産のの

保保護護ななどどのの活活動動をを行行っってていいまますす。。そそのの憲憲章章がが、、『『戦戦争争はは人人のの心心のの中中でで生生ままれれるるもものの

ででああるるかからら、、人人のの心心のの中中にに平平和和のの砦砦をを築築かかねねばばななららなないい』』とといいうう言言葉葉でで始始ままっってていい

るるののははああままりりににもも有有名名でですす。。日日本本はは１１９９５５１１年年（（昭昭和和２２６６年年））にに加加盟盟ししままししたた。。

ここのの両両日日をを皮皮切切りりにに日日本本はは平平和和とと文文化化一一色色ににななりりまますす。。公公民民館館やや学学校校ににおおいいてて地地元元

住住民民やや生生徒徒たたちちのの活活動動発発表表会会がが催催さされれまますす。。各各市市のの広広報報誌誌ににははここれれららのの参参加加案案内内がが

紙紙面面をを賑賑わわせせてていいまますす。。  
セセンントトポポーーリリアアでではは恒恒例例ととななっったた音音楽楽療療法法発発表表会会をを開開催催ししままししたた。。毎毎年年４４月月とと

１１１１月月のの２２回回ここのの発発表表会会をを行行っってていいまますすがが、、ごご入入居居者者ににおおいいててはは機機会会均均等等をを考考慮慮

しし、、演演奏奏者者ははごご入入居居者者のの中中でで今今ままでで音音楽楽療療法法のの経経験験ののなないい方方ににささせせてて頂頂いいてておおりりまま

すす。。今今回回ののププロロググララムムもも全全ててササププラライイズズととししてて、、ごご入入居居者者ががどどののよよううのの事事ををさされれるる

ののかか公公表表さされれまませせんんででししたた。。演演奏奏者者ののごご家家族族ももひひややひひややさされれたたここととででししょょうう。。  
オオーーププニニンンググ曲曲ははハハンンドドベベルルでで「「里里のの秋秋」」、、続続いいてて「「LLiisstteenn  ttoo  tthhee  BBeellll」」、、最最後後にに
「「瀬瀬戸戸のの花花嫁嫁」」「「赤赤ととんんぼぼ」」「「紅紅葉葉」」をを歌歌唱唱曲曲にに選選択択しし、、会会場場にに集集ままっったた全全員員でで歌歌いい

ままししたた。。アアンンココーールルままでで飛飛びび出出しし「「里里のの秋秋」」をを今今度度はは合合唱唱でで披披露露さされれままししたた。。歓歓びび

あありり、、笑笑いいあありりのの楽楽ししいい会会ととななりりままししたた。。会会がが終終了了ししててかかららもも演演奏奏者者ととごご家家族族はは写写

真真撮撮影影をを楽楽ししんんででいいららっっししゃゃいいままししたた。。次次回回はは４４月月にに発発表表会会をを催催ししまますす。。どどううぞぞごご

期期待待下下ささいい。。  
トトッッププのの写写真真はは昨昨年年のの１１２２月月１１００日日のの餅餅つつきき大大会会ににててつついいたた餅餅ををみみんんななでで丸丸めめ

たたももののでですす。。  

平成 23年 12月 1日号

【理事長 北嶋勇志】

愛の郷だより  VOL.57

～音楽の文化発表でもらい泣き～ 



 
 

 
 
 
 
     
 

 
   
 

 
 

           
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

 唾液分泌の減少を招くことも 
人の顔には、喜びや怒り、悲しみといった表情を作り出す表情

筋や、食物を噛む為の筋肉である咀嚼筋があります。これらの筋

肉が老化とともに衰えるとどんな表情になるのか、そして、その

衰えを予防し、改善するにはどのようにしたらよいかを紹介しま

す。表情筋や咀嚼筋の場合、日常生活の中で使われる筋肉は 20
～30％と言われています。加齢による筋力の低下に加えて、歯牙
が喪失したり、よく噛めない不安定な義歯は入ったりしている場

合、使われる筋肉の割合はさらに低くなります。また表情の変化

が乏しい方も、あまり筋力を使いません。衰えた表情筋は、今ま

で保っていた顔の張りなどのバランスを崩し、シワやたるみの原

因にもなります。こうした口腔周囲の筋力の低下は、咀嚼・嚥下

能力の低下へつながり、さらには唾液量分泌の減少を招いたりし

ます。これらの予防のためにも口腔周囲の筋力を鍛えることはと

ても大切です。 
 

お楽しみ会 
 今回のゲストは中南ご夫妻に加え 
てお歌で津村八千代さん、陰山君代 
さん、踊りで和気愛子さんにご参加 
いただきました。津村さん、陰山さ 
んは以前デュエットで『江差追分』 
をご披露していただきましたが、こ 
の曲がご入居者に感激を与え、涙を 
さそっていたことを思い出します。 
のあったお二人に今回はデュエット 
曲を２曲ご披露していただきました 
。また、和気さんには毎回踊りを披 
露していただいています。この 3人 
は神戸電鉄の大池から駆けつけてい 
ただいております。 
11 月 5日に岡場に新しくできた北 
神区民センターにて、『うたひめ歌 
謡祭』が催されました。日頃お世話 
になっているボランティアの皆様 
23 名を含む合計 136名の歌謡祭です。 
プロ歌手やプロ司会者によるこのお祭りは午前 10
時より午後 6 時 30分まで盛大なお祭りとなりまし
た。 
今月も中南さんの人脈に感謝！ 

10月 21日（金）
10月・11月にご協力いただいたボランティアの皆様 

ご協力ありがとうございました。 
（敬称は略させていただきます） 

機能性成分（アミノ酸・ペプチド） その２ 

アンチエイジング 

お楽しみ会 ：中南正、中南ヒロ子、 
 津村八千代、陰山君代、 
 和気愛子 
なかよしグループ ：西村敦子、平原多加子、 
 福吉フジコ、楠本恵子、 
 平本弘美、竹下夏子、 
 岩谷輝子、橋本恵美子 
 常見好子、仲村枝 
誕生会 ：市川ご夫妻 
ピアノ ：重松 
化粧 ：関谷、東、三上 
懐メロ ：鎌田 
囲碁 ：鍛冶 
将棋 ：阿部 
ネイル ：池田香織、田畑友深 
  （三田駅前 Nails-Khao) 
 

 

若々しい表情をつくり、咀嚼能力低下を防ぐ 

 たんぱく質は体の主成分です。そのたんぱく質を構成するアミノ酸やアミノ酸
が数個～100 個程度結合したペプチドには多くの種類があり、独自の機能性をも
ちます。 

 毎月１名ずつ職員をご紹介させて頂きま
す。セントポーリア愛の郷にお越しのおり
に見かけましたら温かいお言葉を頂戴でき
ましたら幸いです。 

坂本麻利 

Introduction 

 看護学校を卒業す

るまでは山口県で過

ごし、就職を機に関

西へ出て来ました。

看護師になり１３年

になりますが、優し

い先輩看護師に教え 
ていただきながら頑張っています。 
趣味はカフェめぐりで、阪神間のオシ

ャレな店の情報を入手しては、休日を利

用して訪れるようにしています。また水

彩画を描くことも好きで、時間を見つけ

ては取り組むようにしています。夢は専

門看護師の資格を取り、セントポーリア

でそれを生かせたらと思っています。 

アスパラギン酸 － 疲労回復効果があります。（豆類・もやし・アスパラガス・肉類など） 
カゼインホスホペプチド － カルシウムの吸収を高め、骨をじょうぶにします。（牛乳） 
グリシニン － 血中コレステロールを下げます。（大豆・大豆製品） 
オルニチン － 肌を健康にしたり、肝機能を向上させたりします。（シジミ・キハダマグ

ロ・チーズ・ヒラメなど） 
カルニチン － 脂肪燃焼作用があり、狭心症や心不全の解消作用があります。（ラ

ム肉・牛肉・豚肉） 
コラーゲン － 肌や関節疾患によいといわれています。（鶏手羽・魚のアラ・牛スジ・豚骨など） 
カゼイン － カルシウムの吸収を高め、骨をじょうぶにします。（牛乳・チーズなど） 
タウリン － 血中脂質のバランスを改善する、肝機能を高める、血圧を下げるな

どの作用があります。（魚介類） 
テアニン － 精神安定作用が期待されます。（緑茶・玉露） 
ラクトフェリン－ 鉄の吸収を高める、腸内の有用菌を増やす、免疫力を高めるなどの

作用があります。（牛乳・ナチュラルチーズなど） 
レクチン － 免疫力を高めるなどの作用があります。（じゃが芋など） 
普段何気なく摂っているたんぱく質ですが、上手に活かしてバランスのよい身体を作
りましょう。 

折り紙 ：廣瀬 
絵手紙 ：中川 
書道 ：溝口 
お手伝い ：北嶋 
協力 ：山口地区ボランティア

 センター 

顔の筋肉は口の周りが 70％ 
 口の周囲に現れる老化のサインには、以下のようなものがあります。 

①上の唇に見られるシワができる。   ②唇がうすくなる。      
③顔の輪郭がたるむ。    ④鼻の横から口角、顎にかけてのシワ(ほうれい線）
ができる。    ⑤口角が下がる。     ⑥顎がたるみ、二重顎になっている。
⑦首の皮膚にハリがなくなり、シワができる。 
 筋力がたるむと、その筋肉に付着している皮膚もたるみます。顔の筋肉の

弛緩が、老け顔の原因の一つにもなるのです。 顔の筋肉の 70％は、口の周
りに集中します。表情筋も口の周囲の筋肉ですが、この筋肉を衰えさせない

ために、筋力トレーニングで鍛えることが大切です。表情筋や噛むために使

われる咬筋を動かせば、連動してほかの筋肉も刺激されます。しかし、正し

く噛めないと筋肉の低下を助長させてしまい、かえって表情筋のバランスが

悪くなります。その結果、頬にたるみが生じます。加えて、唇の両端が下が

り、口をヘの字結んだような形になることから、口角から顎にかけて深い縦

じわができてしまし、いわゆる老け顔になっていくのです。 
機能訓練計画会議 

事務課 管理栄養士 前田佐江子



   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
  

 京の都に琴の名手として有名な一人の娘がいました。顔かたちの良い心の優 

しい娘は、若者たちの憧れの的でした。しかし、娘は高貴な若様を好きになり 

結婚の約束をしました。周りの人からは祝福されたのですが、若様の両親だけ 

はこの結婚に反対でした。なぜなら若様には小さい頃から親同士の決めた許婚 

がいたからです。仕方なく二人は手を取り合い都を出て、駆落ちの旅に出まし 

た。 

若様は横笛の名手でこれを懐に入れ、娘は大切な琴を抱いて九州に向かって旅 

立ちました。途中有馬に立ち寄りましたが、二人はこの地を大変気に入りまし 

た。しばらくの間この地で暮らすことにしました。二人は幸せな日々を過ごし、 

よく琴と横笛の合奏を楽しみました。やがてかわいい赤ちゃんを授かり、夢の 

ような幸せな日が続きました。ところがある日、若様が重い病気にかかってし 

まいました。娘は妻として一心に介抱しましたが若様はとうとうこの世を去ってしまいました。娘

は嘆き悲しみましたが、どうすることも出来ません。考えたあげく両親のいる京に帰ることにしま

した。夫の遺骨を抱きしめ、赤ちゃんを背負い寂しく旅立ちました。 

秋半ばを過ぎて、有馬街道は紅葉に美しく彩られていましたが、心細さが募るばかりです。険し

い山道の蓬莱峡を過ぎたころ、突然背中の赤ちゃんが泣き出しました。すぐに降ろしてお乳をふく

ませましたが飲もうとしません。途方にくれ、赤ちゃんを背負い助けを求めて村里に向かって走り

ました。背中の赤ちゃんの泣き声が弱くたったかと思うと、そのうち全く聞こえなくなりました。

背中から降ろしてみるとすでに赤ちゃんは息絶えていました。しばらくの間、赤ちゃんを抱いたま

まただ呆然と立ち尽くしていましたが、やがて、小高い丘に登ると穴を掘り、夫の遺骨 

と赤ちゃんのなきがらを並べて葬りました。悲しみに打ちひしがれ、しばらくの間呆然 

としていましたが、傍らの琴をひきはじめました。寂しく悲しい音色でした。「ご両親 

さま、私は今から夫と子どものもとへとまいります。先立つ不幸をお許し下さい」と遠 

い京の都に向かって手を合わせました。ふらふらと立ち上がると、深い木立の奥へと入 

って行きました。 

そして、これ以来この娘を見たものはありませんでした。それからとい 

うもの、夜になると谷間からは赤ちゃんの泣き声、山からは琴の音が聞こえるようにな 

ったということです。村人たちはこの山を『琴鳴山』と呼ぶようになったそうです。 

 阪神間にはいろいろな昔ばなしが残されております。それらの中からいくつかストーリーに沿ってあらすじをご紹介さ
せて頂きます。ご紹介させて頂きますのはセントポーリア愛の郷の近隣のお話です。 
 

琴鳴山   昔ばなし⑮ 

 「季節の変わり目ですが、みなさん体調はいか 
がですか。さて、今回は１１月３日に行われた文 
化発表会の模様をお伝えします。例年のごとく、 
今回も音楽療法、コンサート指向型グループの利 
用者様によるハンドベル演奏を行いました。毎年 
有名な曲を演奏してきたのですが、今回は音楽療 
法専門の楽譜からハンドベル用の曲を抜粋して練 
習してきました。今年の６月から月２回のペース 
で練習を重ね、頑張ってきました。本番の演奏はいかがでしたでしょうか。みなさん楽
屋で待機している段階から緊張の面持ちで、本番に望まれました。 
ハンドベル以外では秋の唱歌を数曲歌い、みなさん歌詞カードに集中して歌っておら

れました。セラピストは伴奏や MC、クライアントの補助に必死でしたが、すごく楽しい
発表になったと思います。次は若葉を眺める会でも素晴らしい演奏が披露できるように
クライアントと共に頑張ります。」 

音楽療法チームより 

音楽療法士 
柿崎真吾・中原大輔・大坪拓未 

 

今月の 
ベストショット 

 

 「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝

しあう」という主旨のもとに昭和２３年に制定さ

れた国民の祝祭日です。旧制で新嘗祭（にいなめ

さい）の日に当たり明治６年以降１１月２３日を

祭日とし実施してきました。皇室の行事として天

皇がその年の新穀や新酒を天照大神をはじめとす

る天地の神に供え農作物の恵に感謝し、自らもこ

れを食し、その年の収穫に感謝する祭儀は現在も

行われています。本来新嘗祭は宮中だけで行われ

ていた儀式ではなく、民衆の間でも同様に祝う習

慣がありました。 

勤労感謝の日（１１月２３日）考 

『風土記』『万葉集』にもその様子が描かれて

います。 
しかし、日本書紀にもあるように天皇家は農

耕を司る一族であまりにも神聖な儀式の為一

般公開はされていません。だから他の祭日のよ

うにハッピーマンデーとはなりません。１１月

２３日でないといけないのです。そのように勤

労感謝の日は大切な祝日ですが、この日は行楽

に出かける家庭も多く勤労を感謝される立場

の父親がその祝日も家庭サービスに忙殺され

ているのはなんとも皮肉なことですね。 
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３日 (土) 懐メロ 
７日 (水) 誕生会 
８日 (木) ピアノ（南） 

１０日 (土) もちつき大会 
１２日 (月) 音楽療法 
１３日 (火) ネイル 
１５日 (木) 囲碁 
 

12 月行事予定 ボランティアさん等 

 天麩羅がおすすめのようで、周りを見れば天ざる、天麩羅

どんぶりを注文するお客さんが目に付きます。しかし、私の

注文はざる蕎麦です。月に何回か冷たいざる蕎麦が無性に食

べたくなる時があります。こんな時、うどんでは代用が利か

ず、冷たくひえた細い麺を喉越しよく食べたいと蕎麦がやけ

に恋しく思う日があります。この欲求を満たしてくれるのが

松よしです。 

いつも大ざるをたのみます。出て来たざる蕎麦はまるでピ

ラミッドのようです。蕎麦もだしもよく冷えて、蕎麦に直接

わさびを塗り食します。満足の一品のお値段は850円、最後

に残っただしを蕎麦湯で飲み干します。至福のひと時です。

地域探訪⑧ 松よしのざる蕎麦（西宮市山口町下山口） 

 苦情相談窓口の注意事項 
苦情相談は苦情受付担当者を窓口として苦情相談受付ボック
スにて受け付けております。ユニットの介護・看護職員でなく、
苦情受付担当者にお申し出下さいますようお願い申し上げま
す。ご協力の程よろしくお願い致します。 

☆ピアノ・カラオケ等はまだ組み込まれていません。 
ごちそうクラブも順次組み込み決定している催しのみ記しました。
未決定のものについては 1 階掲示板に随時掲示させて頂きますの
でご確認下さい。 

１６日 (金) お楽しみ会 
１７日 (土) 化粧 
２０日 (火) 折り紙 
２１日 (水) 絵手紙 
２２日 (木) ピアノ（北）
２５日 (日) クリスマス会 
２６日 (月) 音楽療法 

知っておきたい薬の豆知識 
処方箋医薬品と市販薬 

 天候が心配されましたが、朝目覚めると前日

までの雨がすっかり上がりさわやかな青空が広

がっていました。絶好のお祭り日よりです。 
１１時を過ぎて会場に向かうと、途中の自治会

会館（弐番館）ではコーラスの歌声が聞こえ道

には所々のポイントに警備をする自治会の役員

さんが立ち交通整理をしてお祭りの雰囲気が高

まっています。会場にはすでに多くの人が集ま

っていらっしゃいました。堀毛会長の開会挨拶

により幕を開けた秋祭りは和やかに運営され、

お土産にたい焼きを頂戴しました。持ち帰り美

味しくいただきました。 
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 最近、薬局で買える薬が増えてきました。ちょっとした風邪薬や下痢止め
など、お医者さんに行っている暇がない時に助けられた経験のある方も多い
と思います。 
「医薬品」には、医師が出す薬（医療用医薬品）と、薬局などで自分で選
んで買える薬（一般用医薬品）とがあります。いずれも日本薬局方という薬
の基準書に登録されていて、治療効果はあります。病院や診療書で医師が薬
を出す時には、処方箋が必要です。どんな薬を 1回にどれくらいの量、そし
て 1日に何回、何日間服用するかが書かれています。医師は、患者の症状や
検査結果から診断し、その病気や症状を治すための薬を処方します。その後
も経過に応じて、薬や投与量の変更を考えます。 
医療用医薬品と一般用医薬品の大きな違いは2点あります。 
1 点目は、医療用薬品は、あくまで処方された患者さんが対象である点で
す。ですから、同じ症状の人がいたとしても、「あの人に効いたから、私に
も効く」とは限りません。一方、一般用医薬品は、同じ症状や不調を持つ不
特定多数の人を対象として、効果があるように作られた薬です。 
2 点目の違いは、薬の「強さ」です。一般用医薬品は医療用からの転用で
あり、その成分は若干弱め作られています。医療用に比べ、およそ 3分の１
から半分くらいの強さしかありません。 薬局で買える薬は、飲みすぎる人
がいることを想定して、薬の事故が起きないように弱めに製造しているので
す。 
 「医薬部外品」「栄養補助食品」では、「治った」とか「改善された」とい
う表現は禁止されているのですが、限りなく連想させるものも多くありま
す。また、サプリメント（利用補助食品）は、治療に役立つものでなく、あ
くまで食事で不足する栄養の補助剤であることを理解して使用しましょう。

○冬期行事の扱いについて 
毎月の行事に参加して頂いているご家族も 11月 3日の文化発
表会で 160名を超えるようになって参りました。盛況の中文化
発表会まで終了しましたが、12月から 3月までの行事について
は、例年通りインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症の影響
が考えられ内部行事とさせて頂きます。この間の行事はご家族
の参加をご案内いたしません。次回のご案内は 4 月の『若葉を
眺める会』になります。暖かくなって感染症の心配がなくなる
季節にご案内をさせて頂きますので、4 月になってからご参加
いただけますようお願い致します。 
またこの間ご入居者への面会は、体調不良の場合はご遠慮下
さいますようお願い申し上げます。インフルエンザ等の可能性
がある場合、特に学校において学級閉鎖などの自体になった場
合、例年同様高校生以下の方のご面会をお断りさせて頂きます。
面会の有無は直接お電話にて確認して下さい。ご入居者の安全
のためご協力お願い致します。 

○「認知症サポーター100万人キャラバン」にセントポーリ
アも参加します。 
認知症になっても安心して暮らせる街を目指し、現在サポー
ターは 250万人を超えています。参加した職員はオレンジリン
グを身に着けていますのでご確認下さい。 

～編集後記～     

 
          大根は秋から冬にかけて旬を迎えます。昔は白 

首が中心でしたが今は青首が主流になりました。 
ビタミンＣを多く含み、消化酵素のジアスターゼ 
を含むので、消化によく健胃に効果があります。 
昔は「大根」と書いてオオネと読み、色白の美

しい女性の腕を形容していましたが、ダイコンと詠むようになってか

らダイコン足や大根役者とイメージダウン。下手な役者にダイコンが

引き合いに出されるのは、どんなに食べても当たらないか 
らとか。現在では硝酸塩の含有量が多く、食べ過ぎると 
貧血を起こします。時代と共に変化していることに驚き 
が伴います。 
ところで大根の根の生え方をご存知でしょうか？ 
以前ある中学校の入試問題で出題されました。 
（解答はスーパーで確認していただくか事務局でお尋 
ね下さい。） 

1100  
月月  
1166  
日日  
（（日日））  

インフォメーション 

※誕生会は、ご入居者の誕生月で行います。写真掲載可能な方
は当日午後２時３０分までにセントポーリア愛の郷までお越し
下さい。ご入居者とご一緒に写真を撮らせていただきます。次
回は 12月にお誕生日を迎える方のお祝いを 12月 7日に実施し
ます。尚、1月は 1月 4日に実施予定です。 

医務課課長 黒崎志津代 


