
  １１２２月月２２６６日日ににははエエンントトラランンススににああっったたククリリススママススツツリリーーがが片片付付けけらられれ、、セセンントト

ポポーーリリアア愛愛のの郷郷のの玄玄関関前前にに高高ささ１１８８００ｃｃｍｍのの大大ききなな門門松松がが据据ええらられれままししたた。。１１２２月月

２２７７日日のの夕夕暮暮れれかからら作作りり始始めめ、、２２８８日日のの朝朝にに完完成成ししままししたた。。例例年年通通りり警警備備のの南南東東ささ

んんのの作作品品でですす。。今今年年のの門門松松はは昨昨年年よよりり大大ききなな竹竹がが手手にに入入っったたたためめ、、大大樽樽をを用用意意しし全全

体体的的にに豪豪華華ににななりりままししたた。。ここれれででおお正正月月のの雰雰囲囲気気がが盛盛りり上上ががっっててききままししたた。。  
  大大晦晦日日ににはは年年越越ししそそばば、、おお正正月月三三ヶヶ日日ににははおおせせちち料料理理,,７７日日ににはは七七草草粥粥、、そそししてて１１
００日日のの新新年年祝祝賀賀会会ままででおお正正月月行行事事がが続続ききまますす。。  
  11 月月 1100 日日のの新新年年祝祝賀賀会会はは昨昨年年にに引引きき続続きき藤藤井井粛粛山山先先生生率率いいるる三三田田シシルルババーー尺尺八八
ササーーククルルのの皆皆様様ににおお正正月月ににふふささわわししいい曲曲をを披披露露ししてていいたただだききままししたた。。ここののササーーククルル

をを紹紹介介ししてていいたただだいいたたののがが尺尺八八ササーーククルルのの紅紅一一点点広広瀬瀬ささんんでですす。。（（広広瀬瀬ささんんににはは普普

段段折折りり紙紙ボボラランンテティィアアももおお世世話話ににななっってていいまますす。。））  
  会会場場のの地地域域交交流流室室はは２２時時開開演演でですすがが、、既既にに満満員員のの状状態態ででししたた。。粛粛山山先先生生のの指指揮揮のの

下下、、尺尺八八演演奏奏がが始始ままりりままししたた。。おおよよそそ３３００分分のの演演奏奏会会ででししたたがが、、ごご入入居居者者ににととっってて

丁丁度度良良いい時時間間ででししたた。。  
  ３３時時かかららはは新新年年をを祝祝いいビビーールルややジジュューーススとと一一緒緒にに祝祝賀賀会会用用のの料料理理ををおお召召しし上上がが

りりいいたただだききままししたた。。おお昼昼ごごははんんがが終終わわっっててああままりり時時間間ががたたっってていいまませせんんがが、、ビビーールル

ととおおつつままみみもも別別腹腹ななののででししょょうう。。ここのの寒寒ささのの中中ででももビビーールルややジジュューーススのの消消費費量量ははかか

ななりりななももののででししたた。。特特ににビビーールルはは以以前前かからら「「飲飲みみたたいい」」とと楽楽ししみみににさされれてていいたた方方もも

いいららっっししゃゃいいままししたた。。様様子子ををそそっっとと覗覗いいてて見見るるとと、、ししっっかかりり飲飲ままれれてていいままししたた。。ブブ

ロロッッククにによよっっててはは職職員員がが着着物物姿姿ででごご入入居居者者をを接接待待ししたたりり、、雰雰囲囲気気作作りりもも完完璧璧ででしし

たた。。年年にに幾幾度度かかののここののよよううなな楽楽ししみみをを優優先先ししてて、、実実施施ささせせてていいたただだいいてていいまますす。。  
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【理事長 北嶋勇志】

愛の郷だより  VOL.59 

～今年のセントポーリア愛の郷の５つの取り組み～ 
 いよいよ２０１２年の始まりです。年の初めに今年の目標と取り組みを職員全員

で確認しました。５つの取り組みを推進して行きます。 
① 認知症を理解し、積極的に認知症ケアに取り組みます。 
② ご入居者・ご利用者の口腔ケアと水分補給を徹底して行います。 
③ 看取り介護を行い、人生の最後を生き切ってもらいます。 
④ ご入居者・ご利用者に対し生活に必要な最低限のリハビリを行います。 
⑤ ２４時間シートを活用し、ご入居者・ご利用者のおむつゼロに取り組みます。 
上記の５項目に職員全員が一致団結して、チームワークを発揮し取り組みます。 



 
 

 
 
 
 
     
 

お楽しみ会 
 

12月 16日（金）
12月・1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） 

ノロウイルス感染に注意 

お楽しみ会 ：中南正、中南ヒロ子、 
 熊田俊明、森悦子、 
 水瀬まり子 
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 

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) 
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 
門松寄贈 :：南東 

●感染経路 
ノロウイルスの感染はほとんどが経口感染（口から体内に入り
感染）であり、次のような経路があると考えられています。 

1、ウイルスに汚染された貝類を、生あるいは十分に加熱しないで
食べた場合。 

2、調理台や調理器具がウイルスに汚染されていたり、ウイルスに
感染した人が食品を取り扱うことにより、二次的に汚染され
た食品を食べた場合。 

3、感染者を看病したり、患者の吐物、便などから 
直接感染する人・人間の感染。 

 

●症状 
・潜伏期間（感染から発症までの時間）は 24 
～48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、 
腹痛で発熱は軽度です。 
 

・通常、これらの症状が 1～2日続いた後治癒し、後遺症もあり
ません。 

 
・感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合も
あります。 
・激しい嘔吐や下痢により急激に水分を失いますので、特に乳
幼児や高齢者では脱水症状に気をつける必要があります。 ●治療方法 

・現在、このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。
・脱水を防ぐため、市販のイオン飲料等で水分を 
補給する必要があります。 

・飲んでも吐いてしまう場合は、早めに医療機関を 
受診してください。 

・下痢止めは、病気の回復を遅らせることがあるので使用しま
せん。 

●予防方法 
・日頃からの予防方法としては、食事前やトイ 
レの後などにおいて、石鹸を使ってしっかり 
手洗いを行なうことが大切です。 
 
・食品中のウイルスは加熱により感染性をなく 
すことができます。食品の中心温度が 85℃1 
分以上になるようにしっかり熱を通して食べま 
しょう。 

 
・下痢や嘔吐などの症状がある人は、食品を扱う作業を控えまし
ょう。 

●汚物の処理方法 
1、患者の便や吐物を処理するときは、使い捨ての 
手袋とマスクを着用する。 

2、便や嘔吐物はペーパータオル等でふき取り、ビニール袋に入
れる。 

3、残った便や吐物の上にペーパータオルをかぶせ、その上から
薄めた市販の塩素系漂白剤を十分浸るように注ぎ、汚染場所

を広げないようにペーパータオルでよく拭く。 
4、ウイルスは乾燥すると空気中に漂い、これが口に入って感染
することがあるので、便や嘔吐物を乾燥させないことが重

要。 
医務課課長 黒崎志津代 

●二次感染を防ぐために 
・患者の下痢便や嘔吐物には大量のウイルスが含まれていますの

で、その処理には十分注意する必要があります。乾燥した嘔吐

物や下痢便のかけらが風に乗って舞い上がり、そばを通った人

が吸い込んだり、その人の体に付着し最終的に飲み込むことに

よって感染する場合があります。 
・下痢の症状がなくなった後も、患者の便にはしばらくウイルス

の排出が続くと考えられますので、症状が治まって 
も安心できません。汚物を処理する際には使い捨て 
の手袋をし、用便後や調理前の手洗いを徹底しまし 
ょう。 

・殺菌には熱湯あるいは 0,05～0,1％の次亜鉛素酸ナトリウムを
使用します。アルコールや逆性石鹸にはあまり殺菌効果はあり

ません。 
・調理器具、衣類、タオル等は熱湯（85℃以上）で 1 分以上の
加熱が有効です。 

・市販の塩素系漂白剤（ハイター等など）は 50倍～100倍に薄
めて使用します。 

 （例えば、原液 10ミリリットルを１リットルの水で薄める）

ノロウイルスは下痢、嘔吐を主な症状とする胃腸炎ですが、幅広い年齢層の罹患します。 

 毎回充実した内容の「お楽 

しみ会」です。今回も中南ご 

夫妻と熊田俊明さん、森悦子 

さん、水瀬まり子さんにお越 

しいただきました。クリスマ 

スが近いということもあって 

サンタクロースの衣装を身に 

着けて髭までつけて少し歌い 

にくそうなサンタがおもしろ 

かったです。また、水瀬さんのパワー溢れる明

るさと歌声に元気をいただきました。 

・ノロウイルスは、カキ等の二枚貝の生食による食中毒がよく知られていますが、わずかなウイルスが口の中に入るだけでも感染す

るため、人から人への感染力が非常に強いウイルスです。 
・乳児から成人まで幅広く感染します。嘔気、嘔吐、下痢が主な症状で、一般に症状は軽症ですが、老人や免疫力が低下した乳児で

は重症化して死亡することもあります。 
・保育所、幼稚園、小学校などの小児や、病院、老人介護施設などの成人でも集団発生がみられる事があり、注意が必要です。 



 昔むかし、京都に一人の座頭が住んでいました。座頭とは目が見えない人のことをいいます。この人は琵 
琶をひきながら歌を歌うことで暮しを立てていました。それに小さい頃から病気がちで苦しんでいました。 
 ある時、「有馬の温泉に浸かるとよくなる」という耳よりな話を聞きました。「目が見えないのに、一人で 
長旅は危ないからやめなさい」「しばらくしたら、有馬に行く用事があるから、それまで待ちなさい」と近所 
の人たちが気づかって止めるのを振り切り、一人で旅立って行きました。座頭の一人旅に道行く人たちは同 
情し、親切にしてくれました。 
 その日は、街道の宿屋に泊りました。翌朝目が覚めた座頭は「今日もいい天気だ。明日には有馬の温泉に 
つかって病気を治すことができそうじゃ。あとひとふんばりだ」と、朝食をすませ元気に宿を出、昼ごろに 
は有馬街道にさしかかりました。武庫川の支流、太多田川に沿ったこのあたりは、七曲りといって険しい山 
道が続きます。杖を頼りに山道を辿って行きました。 
 ところがどうしたはずみか、街道から谷に迷い込んでしまいました。目が見えないのであちこちいろいろ 
な方向へと歩いてみましたが、すぐ岩壁につきあたって進めなくなります。しかたなく傍らの岩に腰を下ろ 
して旅人の通過を待ちましたが、誰も通りません。「みんなの言う事を聞いて、誰かと一緒に来ればよかった」 
秋の夕暮れは早く、見る見る気温が下がって行きます。「このままでは死んでしまう」と思った座頭は再び杖 
を頼りに必死に歩いてみましたが、やっぱりだめでした。とうとう、なりふり構わず大声で助けを求めまし 
たが、その声は誰にも届くことはありませんでした。夕闇の中病気が急に悪化した座頭は気力を失いその場にバッタリ倒
れてしまいました。２・３日後、土地の猟師が息絶えた座頭を見つけました。その後、地元の人たちはこの谷を「座頭谷」
と呼ぶようになりました。 
 

 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。 
 

座頭谷 昔ばなし⑰ 

ベストショット 
 

 高齢者にとってテレビは欠かせないもので
す。もちろん全然見ない方もいらっしゃいます
が、圧倒的に見る人の方が多いです。日本人は
世界で最もテレビを見る時間が長く、一日の平
均視聴時間は５時間１分だそうです。２位はア
メリカで４時間２６分、最下位は中国とスエー
デンの２時間３０分です。世界の平均は３時間
１６分ということで日本人はやはり少し長いよ
うです。日本でテレビ放送が本格的に始まった
のが昭和２８年２月１日のこと。白米１０ｋｇ
６８０円、銭湯入浴料１５円の時代です。その
時テレビは２０～３０万円もしました。私の家
にテレビがやって来たのは昭和３２年のことで
す。まだそんなに普及していなかったため近所
の人がたくさん集まり仲良く見ていたことを思
い出します。現在はどうでしょう？テレビがこ
こまで心ときめかす媒体になっていません。Ｎ
ＨＫ紅白歌合戦の視聴率推移を見てもそれが表 

 

テ
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かぜをひいてしまったら！  
「まだまだ寒い日が続きますね。さて、音楽療法

セッションでは、コンサート指向型グループ 
が、いよいよ若葉を眺める会に向けて始動しま

した。みなさん、１１月の発表会の感覚が残っ

ており、若葉を眺める会での演奏もきっと素晴

らしいものになる予感がしております。文化発

表会に負けないような演奏会になるようにセ 
ラピスト・利用者様一同頑張っていきます。先

日フロアで、ある音楽を流していると、一人の

利用者から「これ、宮崎駿の音楽ですよね」と

言われました。ご入居者様から「宮崎駿」という言葉を聞いて、

宮崎映画は幅広い年代で知れ渡っているのだと、その偉大さに感

激しました。宮崎駿の映画で使われている音楽は、久石譲さんの

曲が多いですが、映画とマッチした壮大な曲が印象的ですね。今

回ご紹介するのは「カントリーロード」です。なんで久石譲の話

の後で、久石作曲以外の曲を・・と言われそうですが、それはさ

ておき、ジブリバージョンの「カントリーロード」は原曲とはコ

ード進行が異なります。そのアレンジが映画の雰囲気とピッタリ

で、爽やかなアレンジになっています。みなさん一度は聴いたこ

とあると思いますが、他のカバー曲でもコードの違いに耳を傾け

て聴いてみると、また違った発見があります。みなさんもいろい

ろ聴き比べてみてはいかがでしょうか。 

音楽療法士 
（左から） 
柿崎真吾 
中原大輔 
大坪拓未 

 

音楽療法チームより

かぜは万病のもと、栄養補給・保温・安静に努め、 
早めに治しましょう。 
かぜをひいて熱が出ると基礎代謝が増加し、一方、食欲不振や

消化機能の低下によりエネルギー摂取量が減少します。体力を回
復させ、原因菌であるウイルスへの抵抗力をつけるには、少量で
も高栄養の食事をバランスよくとり、エネルギーを充分に確保す
ることが大切です。 
主食―おかゆやうどんを 
ビタミン B1・Eが豊富な胚芽精米のごはんやおかゆ、のどごしの
よいうどんなど 
主菜―消化のよい卵、魚を 
栄養価の高い卵や、低脂肪高たんぱくの白身魚、鶏ささみなどを消

化のよい調理方法で 
副菜―野菜を食べやすく 
体を温めるねぎやしょうが、カロテンやビタミンＣが豊富なほうれ

ん草やトマトなどを食べやすく 
その他―果物や汁物 
果物や牛乳、緑茶、ジュース、スープなどで水分補給。発熱・下痢

による脱水症状を防ぐ。ただし、下痢をしているときには、リンゴ

ジュースや味噌汁・スープなどで水分とともにナトリウムやカリウ

ムも補給 
卵やねぎ、生姜をいれた雑炊や煮込みうどんなどもお勧めです。 

管理栄養士 前田佐江子

れています。１９９０年代までは５０％をキー
プしていましたが、２０００年に４８．４％、
２００８年に４２．１％と下落を続けています。
現在のテレビ番組自体がどのチャンネルでもお
笑い番組、若い女の子のグループや韓流スター
の歌番組等、好きな方もいますが見たくない人
もいます。このように若者中心にテレビ離れが
日本で加速しています。しかし、ご入居者はテ
レビ誕生時に家庭を持ち、高額なテレビを買い
求めた方たちです。若い人よりも愛着があって
当然です。そしてそれは富への象徴のようなも
のであったのではないでしょうか。番組数も現
在のように多くはありませんが厳選されていた
ように思います。そこで施設内でのテレビ鑑賞
は適当な番組がないときはＤＶＤで対応をして
います。昔の映画や昔の歌番組がご入居者の良
き時代と重なることを願います。 
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 前回までセントポーリアから近くを探索した時に出会っ
たお店でした。特に有馬温泉を探索したときに見つけまし
た。今回ご紹介させていただくのは、神戸を訪れた時に必ず
行く店です。神戸大丸の７階の食堂街にある『群愛飯店』は
とにかくヤキソバが美味しいです。初めのうちは海鮮ヤキソ
バばかり注文していましたが、何度か行くうちに周りのお客
さんは口をそろえたかのように五目ヤキソバをたのんでい
るのに気付きました。私もこれを注文するとプリプリのイカ
やエビがたくさん入っていて麺も最高でした。永く中華ヤキ
ソバの美味しい店を探し、行く度にがっかりした経験を持つ
私としては大満足の店です。西宮にも支店（どちらが支店か
わかりません）はありますが私は買い物に都合が良い神戸店
をよく利用させていただいています。 

兵庫探訪 群愛飯店の五目ヤキソバ  

 菅原道真が京の都から大宰府へ左遷されるこ 
とになり、その旅立ちの朝、庭先の梅に詠んだ 
「東風（こち）ふかば 匂いおこせよ梅の花  

主なしとて 春な忘れそ」と別れを惜しんだ歌 
があります。東風とは春先に東南から吹く風の 
ことで、春風と同じです。冬期は西高東低の気 
圧配置で、北西の冷たい季節風が吹きます。 
（この風を俗に六甲颪と言います。） 
やがて春を告げる 2月の立春から 3月の 
春分の日の間に吹く最初の暖かい南風『春一 
番』が日本海を通り過ぎると冬型の気圧配置 
も少し緩み、『三寒四温』と呼ばれるように、 
寒さの中にも春の気配が感じられるようにな 
ります。そして、完全に風の向きが変わり 
『梅一輪 一輪ほどのあたたかさ』と、ひと雨ごとに待ち遠し

い春がやってきます。 

お知らせ 

ノロウイルス研修 

～ 春の気配 ～ 

 

３日 (金) 節分会 
８日 (水) 誕生会 
９日 (木) ピアノ 

１０日（金）なかよしＧ 
１３日 (月) 音楽療法 
１５日 (水) 絵手紙 
１７日 (金) お楽しみ会 

2 月行事予定 ボランティアさん等 

 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。 

１８日 (土) 化粧/消防訓練 
２１日 (火) 折り紙 
２２日 (水) 書道 
２３日 (木) ピアノ 
２６日 (日) 音楽療法 
２７日 (月) ネイル 
 

～編集後記～     
 昨年は今までに経験したことのない悲し 
みの多い年でした。それを引きずるかのご 
とく喪中の正月を過ごしました。戦争以外 
でこれほど多くの日本人が同時に喪中にな

ることはなかったのではないでしょうか。漢字検定による「今

年の漢字」に選ばれた『絆』を感じる年初めでした。気晴らし

に神社、仏閣を訪れても手を合わせることはありません。人生

に何度か訪れることとはいえ、もう十 
分です。 右の写真は元旦に出勤して 
いる事務職員で毎年写真を撮っていま 
す。今年は右の３人でした。実はこの 
３人、毎年元旦出勤し、新年の挨拶を 
交し、この場で写真を撮っています。 
ある意味セントポーリアを支える３人 
です。今年こそ良い年になるように願いながらハイ、チーズ 

 冬を迎えノロウイルスの発生が懸念 
されます。万一施設内にノロウイルス 
が発生したとき、我々の取るべき対処 
方法を明確にするために、毎年１２月 
の３日間で全職員を対象に研修を実施 
しています。手洗い方法、嘔吐物の処理方法毎回同じこ
とを確認することであわてず対処できるようになりま
す。新しい機械も導入され、手洗いが不十分な手は一目
瞭然ブラックライトに映し出された洗い残しに笑いが生
まれていました。ブルーは滅菌された箇所です。 

★ セントポーリア愛の郷では年３回以上消防訓練を実施して

います。 
万一に備え、消火、通報、避難誘導訓練をしています。今回

は２３年度４回目の訓練を２月１８日に行います。午後２時か

ら３時３０分の予定です。 
 
★ 職員新年祝賀会開催 
 セントポーリアのような福 
祉施設にとって全員で集まる 
ことは、勤務の都合上大変難 
しいことです。今年は 1月 12 
日、13日に西宮北ゴルフコー 
スで実施しまた。僅か 1時間 
の会ですが親睦が深まり、良 
いチームワークができました。 

※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
2月にお誕生日を迎える方のお祝いを 2月 8日に実施します。尚、
3月は 3月 7日に実施予定です。 

今月の ベストショット 
 


