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4 月上旬は寒の戻りで、東北地方は雪が降った地域もあったとのことです。施設周辺も風が強く冬並みの寒さでした。
次第に温かくなりゴールデンウィークも近づいてまいりましたが、皆様連休はどのように過ごされますでしょうか。
さて、4 月 3 日（日）は若葉を眺める会が開催されました。今年度最初の、ご家族を招いての行事で、この日の昼食は
「寿司バイキング」でした。寿司職人の前には行列ができ、ご入居者、ご家族の皆様、おいしそうに召し上がられました。
またこの日は新入職員もフロアで会場設営をしたり、ご入居者・ご家族にお茶をお出ししました。そしてメインイベント
は「音楽療法スプリングコンサート」です。今回は秋にも出演したチームサンシャインの 2 回目の公演でした。舟木一夫
の「高校三年生」から始まり、
「ラブ・ミー・テンダー」
「ダニー・ボーイ」等外国の民謡も演奏しました。最後はアンコ
ールもいただき、グレン・ミラーの「茶色の小瓶」をジャズブルースアレンジで演奏しました。会場のお客様から自然に
手拍子があがり、最後まで大盛り上がりとなりました。出演されたご入居者の皆様、初めは少し緊張されていましたが、
演奏後は大きな拍手や歓声に包まれ、自信と達成感に満ちた表情をされていました。また今年度は新たなご入居者の編成
でお送りする予定です。どうぞお楽しみに。

～～～

【理事長

北嶋勇志】

新人研修

～～～

セントポーリア愛の郷では 4 月 1 日から 4 月 15 日までの 15 日間、新入職員の為の新人研修
を行いました。今年の研修は「なぜ必要なのか？」「なぜなら～だから」の問答形式の実務研
修及び座学研修です。
食事介助ではどの位置にポジションを置くか。なぜその位置なのか。食べやすい姿勢とはど
んな姿勢なのか。入浴形態の見直しはなぜ必要なのか。なぜ機械浴は 2 人介助なのか。個浴で
はなぜコミュニケーションが必要なのか。様々な質問を新入職員にぶつけて、丸覚えではなく
論理的に理解できるように努めました。かなりの実務知識を習得して介護現場に 4 月 16 日よ
り配属しています。福祉の心を持った、ご入居者・ご利用者のために何ができるかを常に考え
る、心やさしい介護士を目指して頑張っています。ご声援をよろしくお願い申し上げます。

「未病」

未則正しくバランスのとれた食事をし、定期的

医務課課長

黒崎志津代

体調が悪いので病院に行って検査をしたけど「異常なし」…って言われたことはありませんか？
テレビでよく聞く『未病』は漢方でよく言われる言葉です。病院に行くほどのことでもないけれど調子が悪い。
こうした病気の前の段階を未病と言います。その改善法“養生”にはすこやかに過ごすヒントがあります。
未病になりやすい季節です。参考にしてみてください。
木の芽時は「未病」の季節と言われています
「木の芽時」と言われるように、春は生命の息吹を感じ
る季節です。寒い冬から暖かい春へと移り変わり、身体に
は大きな変化が起こっています。体調が悪いので病院で検
査を受けたけれど異常なし。病気ではないため病院では治
療してもらえず、体調は依然よくないまま…という症状が
出やすくなります。漢方ではこのような病気の前の段階を”
未病“といい、”養生“によって病気を未然に防ぎます。
「気・血・水」のバランスが崩れると未病に
漢方では「気・血・水」が身体を構成する基本成分。
「気」
は体の働きをつかさどる“生命エネルギー”、「血」は“身
体の栄養”、
「水」は“身体をうるおす水”。ひとつでも働き
が悪くなってバランスがくずれると“未病”になると考え
られます。気・血・水の状態を見極めることで、体質や不調

気滞（きたい）タイプ
気虚（ききょ）タイプ
瘀血（おけつ）タイプ
血虚（けっきょ）タイプ
水毒（すいどく）タイプ
陰虚（いんきょ）タイプ

の根本原因がわかり、病気の芽を見つけることもできま
す。
食養生で美しさと健康をキープしましょう
中国の伝統医学の中で培われてきた“養生”には、い
つまでも若々しく健康で幸せに暮らすための知恵がた
くさん詰まっています。たとえば、「医食同源」に基づ
く“食養生”
。古来、バランスの取れた美味しい食事は、
薬と同じ効果があると考えられています。自分の身体の
状態に合った食べ方をすることで、内側から美と健康を
もたらします。未病かな？と思ったら表で体質をチェッ
クしてみてください。
それを改善する食べ物を取り入れて身体を
健康な状態に戻し、内臓から湧き出るような
美しさを引き出しましょう。

「気」の流れが滞っている状態。
自律神経が乱れ、心の不安定、胃腸の不調や肩こりが。
「気」が足りない状態。
免疫力が低下して食欲不振、倦怠感、風邪を引きやすい虚弱体質に。
「血」の流れが停滞している状態。
慢性頭痛や肩こり、シミ、クマが現われやすくなります。
「血」が足りない状態。
めまい、貧血、肌荒れ、小じわ、髪のツヤがなくなるなどの症状
水分代謝が悪く、水分が溜まった状態。
むくみ、冷え、太りやすい、汗をかきづらいなど。
唾液、汗などの「水」が不足している状態。
ほてり、喉の渇き、肌の乾燥、ドライアイなど

酢の効用

管理栄養士

さわやかな酸味で料理をさっぱり仕上げる酢。
原料により様々な種類の酢があり、健康にもよいことがたくさんあります。
（１）食欲増進効果
酢の主成分である酢酸には唾液や胃液の
分泌を促進し、消化酵素の働きを活性化させ
ます。消化酵素の働きが活発になると胃の働
きが良くなるため、食欲増進につながりま
す。また、脂肪の燃焼を促すアミノ酸もバラ
ンスよく含まれており、内臓脂肪の減少を促
進する作用や腸内の善玉菌を増やして働き
を活性化させる作用もあるため、ダイエット
や便秘にも効果が期待できます。
（２）疲労回復効果
酢には、疲労回復をはかる効果もありま
す。酢に含まれる酢酸は体内に入ると、ク
エン酸に変換され、疲労の原因となる乳酸
を分解する働きがあるからです。クエン酸
には、血行促進や疲労の原因になる乳酸を
抑制する効果も期待できます。

「気」を巡らす食べ物
●とうもろこし、ニラ、春菊
「気」を補う食べ物
●梅干し、ぎんなん、長いも
「血」を巡らす食べ物
●黒豆、海苔など黒い食べ物
「血」を補う食べ物
●かぼちゃ、ピーナッツ、黒ゴマ
「水」を巡らす食べ物
●大根、冬瓜、はと麦、緑豆
「水」を補う食べ物
●長いも、ねぎ、はちみつ

（３）防腐・殺菌効果
「魚を酢でしめると腐りにくくなる」と昔
から言われるように、酢には防腐や殺菌効果
があります。酢の高い殺菌能力は科学的にも
実証されており、その殺菌効果が防腐の役割
をはたしてくれます。病原性大腸菌 O-157、
腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、ボツリヌス菌
などに対する抗菌効果も確認されており、こ
れらの食中毒予防にも有効です。
（４）減塩、カルシウムの吸収をサポート
生活習慣病につながるおそれがある塩分
の過剰摂取。その対応策の一つに酢がおすす
めです。酢には塩味がよく合うため、塩分を
控えても味を損なわないので減塩料理に最
適です。また、日本人に不足しがちなカルシ
ウムの吸収をサポートする働きもあります。
吸収率の悪いカルシウムも、酢を一緒に摂る
ことで効率よく摂取することができます。

前田佐江子

好みや料理に合わせて酢を
楽しんでみましょう。

おすすめドレッシング
■ みそサラダドレッシング (冷しゃぶサラダに）
おろしにんにく··········· 少々
おろししょうが··········· 少々
みそ ··························· 大さじ1
米酢 ··························· 大さじ2
みりん························ 大さじ1
すりごま(白） ············· 大さじ1
▶作り方: すべての材料を混ぜ合わせる。
■ バルサミコ酢とハチミツのソース
（鶏肉、豚肉のローストなど肉料理にぴったり)
バルサミコ酢 ·············· 1/2 カップ
はちみつ····················· 大さじ1 と1/3
バター························ 10g
塩······························· 適量
黒コショウ·················· 適量
▶作り方:
1. フライパンにバルサミコ酢を入れて熱
し、半量になるまで煮詰める。
2. 1 にハチミツ、バターを加えて塩、こし
ょうで調味する。

４月にご協力いただいた
ボランティアの皆様ありがとうございました。

3 月の「お楽しみ会」は 18 日（金）でした。

（敬称は省略させていただきます）

ピアノ
：重松久代
絵手紙
：中川孝一（代理）
書道
：溝口恵子
誕生日会
：北嶋庸子
折り紙
：廣瀬公子
仲良しグループ ：西村敦子、平原多加子、平本弘美、
山田明子、鎌倉光子、仲 村枝、辻下清一、
竹下夏子
お楽しみ会
：中南 正、中南ヒロ子、今野美恵子、
陰山君代

5 月の行事

6 月の行事

8 日（日）母の日会
10 日（火）ピアノ
11 日（水）誕生日会
14 日（土）仲良しグループ
17 日（火）折り紙
18 日（水）書道
20 日（金）お楽しみ会
22 日（日）夢サークル NEW
ドロップ BOX
25 日（水）絵手紙

1 日（水）誕生日会
5 日（日）父の日会
9 日（木）車椅子ダンス
11 日（土）仲良しグループ
14 日（火）ピアノ
15 日（水）書道
17 日（金）お楽しみ会
21 日（火）折り紙
22 日（水）絵手紙

※予定は変更になる場合があります。

地域サポート型特養推進室から
【24 時間見守りサービスの概要】
■対象者：65 歳以上のご高齢者で一人暮らし、高齢世帯、家族同居世帯の方 介護認定がある方も、介護認定がない方もご利用できます。
■対象地域：西宮市すみれ台、北六甲台、山口町上山口・下山口・名来・中野・金仙寺・船坂
■利用料：月額 606 円（みまもりケータイ貸与費）
■お届けする３つの安心サービス(追加料金はかかりません) ○訪問見守りサービス ○相談支援サービス ○緊急援助サービス

音楽療法士

音楽療法見学会

大坪拓未

広島県から 2 名の音楽療法士が見学に来ました。
ゆ

き

3 月 28 日（月）、広島県から社会福祉法人東城有栖会シルトピア油木の音楽療
法士が見学に来ました。今回は個人セッションとスプリングコンサートのリハー
サルを見学してもらいました。その後のディスカッションではご入居者の生活の
課題と音楽療法の関連付けや、療法士と介護士の連携についての課題等討議し、
大変有意義な時間となりました。施設で勤務する音楽療法士にとってご入居者の
生活歴、音楽の嗜好、ご本人の思い等の情報をいかに集めるかがとても重要にな
ってきます。もちろんすべての方に音楽療法が有効かというとそうではありませ
ん。他職種と連携し、一人のご入居者を多面的に見て、その方にとって最良のケ
アを提供していく事が大切です。そのケアの 1 つに音楽療法があるという事を改
めて実感しました。
今回見つかった課題をもう一度整理し、セントポーリア愛の郷での音楽療法に
活かしていきたいと思います。

介護技術講習会

経営企画室

主任

中原大輔

介護技術講習会を開催しました。
3 月 29 日（火）、すみれ台弐番館で介護技術講習会を開催し、19 名の方が参加
されました。今回は兵庫県下の中学校に配布した DVD 上映や、黒崎医務課長によ
る口腔ケアのポイント、そして中原・大坪による移乗介助のポイントと音楽アクテ
ィビティといった内容でお送りしました。移乗介助のポイントは、中原・大坪で実
際にモデルをし、参加者の中から代表で同じ動きをやっていただきました。初めは
なかなかうまくいきませんでしたが、コツをつかむとスムーズに移乗することがで
きました。また音楽アクティビティでは、「違う曲同士のメロディと歌詞を合わせ
て歌うとどうなるのか？」という内容で「どんぐりころころ」の歌詞を「ああ人生に涙
あり」や「隣組」のメロディで歌いました。歌詞の語呂とメロディがぴったり合わさる
結果に、笑いや驚きがありました。最後は歌のプレゼントということで、中原・大坪で
「翼をください」を歌いました。参加者の皆様、最後まで楽しんでくださり、「またやっ
てください」
「本当に楽しかった」とお言葉を頂きました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。次回の開催をどうぞお楽しみに。

動物とのふれあい

平成 28 年度セントポーリア愛の郷
お知らせ

年間行事予定について
年間の行事予定をお知らせします！

４月 ３日…若葉を眺める会
５月 ８日…母の日会
６月 ５日…父の日会

5 匹のトイプードルがやってきました。
4 月 2 日（土）、１階北ブロック春日リーダー宅で２
か月前に生まれたばかりの子犬たちが、愛の郷にやって
きました。以前犬や猫を飼われていた方はもちろん、動
物好きの方がとても多く、皆さん人懐っこい子犬を膝に
抱くと思わず表情がほころび「わー可愛い」という声が
あちらこちらから上がっていました。介護においても手
を握ったり肩に触れる等のスキンシップは安心感を与
える上でとても大切な事です。それと同じように動物の
温もりというのは、人にやすらぎや安心感を与えるもの
だと再確認しました。

７月 ３日…七夕会
８月 ７日…納涼大会
９月 ４日…敬老の日会
１０月 ２日…秋祭り会
１１月 ６日…文化発表会
・全日程、11 時 30 分からの受付となります。
・駐車スペースに限りがありますので、できるだけ
1 台にお乗り合わせの上お越しください。
・ご家族様参加行事のみ記載しております。

新入職員紹介と新人研修
4 月 1 日から 8 名の新入職員が
仲間に加わりました。

新人研修

バイタルサインの研修です。
血圧計の扱い方等勉強しました。

入浴介助の研修です。
湯船から上がる際の介助の方法
等学びました。

口腔ケアの研修です。磨き方の他
にも唾液腺マッサージ等学びま
した。

移乗介助の研修です。ベッドから
の起き上がりや、車椅子への移乗
のポイント等学びました。

まだまだ未熟ですが、早く仕事を覚えてご入居者の
皆様の生活をサポートさせていただきます。
よろしくお願いします！！
上段左から
たかつぐ たかし

こばやし なおと

ふじい こうへい

はまもと たくや

もりはた ゆうき

高次孝至

小林直人

藤井紘平

浜本拓也

森畑佑樹

下段左から
きし

あきほ

やました み ゆ

岸

明穂

山下美優

いけだ ひろみ

池田裕美

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
担当者にお申し出くださいますよ
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。

〒651－1421 西宮市山口町上山口 1584-1

～編集後記～

2 週間にわたって行った新人研修では、身体介助以外にレクリエーショ
ンの授業も行いました。新入職員の森畑介護士が考えてきたゲームを実際
にやってみることにしました。出題者と回答者に分かれて、出題者が回答
者に見えないようにある物を挙げ、それにまつわるヒントを出題者がだし、
回答者がお題のものを答える、というものです。限られた時間でしたが、
指導に入った１階北ブロックの春日リーダーがお題になったりと楽しい授
業になりました。しかしアクティビティのレベルによってはできないご入
居者も出てくることや、それに関わる職員の人数など、しっかり計画する
ことの大切さを指導しました。新人たちがこれからご入居者と、どのよう
なレクリエーションをしていくか楽しみです。

TEL：078－907－1165 FAX：078－907－1166 E－mail：info@ryokuhokai.com

URL：http://www.ryokuhokai.com/

