
 

 

 

 

  

平成 29 年 6 月 1 日号

 社会福祉法人 緑峯会 特別養護老人ホーム セントポーリア愛の郷

愛の郷だより  VOL.122 

～～～  認知症ケアの技法「ユマニチュード」  ～～～ 

2011 年にフランスから日本に伝わった認知症ケアの手法の 1 つとして「ユマ

ニチュード」があります。最近、NHK のテレビ番組等で紹介されています。 
ユマニチュードは「見る」「話す」「触れる」「立つ」の 4 つの柱から成ってい

ます。一言でいうと、対人関係における「身体接触技法」と言えます。介護職の

目線とご入居者、ご利用者の目線の高さを合わせ、やさしく体に触れて安心感を

相手に伝えることができます。 

4 つの柱が具体的になっており、手順に従って何をするかを詳しく説明してい

ます。誰でもすぐに出来るという所がポイントになっています。 
信頼関係を築く 1 つの方法として試す価値があります。 【理事長 北嶋勇志】 

 

５月７日、母の日会を開催しました。天気にも恵まれ多くのご家族が参加されました。昼食のお弁当では、メイ

ンの鰹のタタキが皆さんから好評でした。食後には理事長から女性ご入居者にカーネーションが手渡され、照れな

がらも嬉しそうな笑顔をたくさん見る事ができました。 

昼食の後は、もう１つのメインイベント「アンサンブル楽（らく）」による母の日コンサートが行われ、７本のフ

ルートで日本の歌からクラシックまで幅広く演奏されました。一曲目の「猫のワルツ」では軽やかな音色で子猫の

じゃれ合う様子が表現され、皆さん思わず顔がほころんでいました。滝廉太郎の「花」では、お馴染みのメロディ

ーという事もあり口ずさむ方もいらっしゃいました。本編最後に演奏された「ラデツキー行進曲」では、指揮の岡

先生が会場にも手拍子を促し、まさにフルートと手拍子のアンサンブルといった様子で大盛り上がりでした。アン

コールの「ふるさと」は会場全体で合唱し、母の日にぴったりの優しい雰囲気のコンサートとなりました。 



 

 

外食をするときに気にとめておきたいこと 

現代の食生活では

外食やテイクアウト

は欠かせない存在に

なっています。 

外食でもバランスよく食べるために

はお店選びが大切です。メニュー数が多

い・エネルギー表示がある・野菜料理の

豊富なお店などが理想的です。 

メニュー選びでは「主食・主菜・副菜」

がそろっているかどうかをチェック、定

食などのセットメニューは比較的バラ

ンスがとりやすいのですが、「うどんに

炊き込みご飯」などのセットメニューは

炭水化物過多になります。必ず野菜不足

にならないようオーダーしましょう。 

外食は一般的に野菜不足、高脂肪、高

エネルギー、高塩分になりがちですが、

1 日 1 回であれば問題ありません。 

メニュー選びの工夫や食べ方で食べ

過ぎを防ぎ、不足しや 
すい野菜は残りの 2 食 
で補えばよいのです。 
食べ過ぎてしまったら 
次の食事や翌日の食事 
で調整をしましょう。 

管理栄養士 前田佐江子

あくびの働き 機能訓練指導員  山田志彦

大口を開けて背伸びをする様を「欠伸」と書きます 
「あくび」は眠くなったときや退屈したときに反 
射的に起こります。口を目一杯大きく開けて息を 
吸い込み、続いて素早く息を吐き出すとともに、 
腕や脚を大きく伸ばす動きが加わります。漢字で 
書くと「欠伸」。語源の一説ですが、「欠」は口を 
大きく開ける動作を表す象形文字、これに「伸」 
を付け、あくびの特徴的な動作を表しているとされています。

脳に刺激、血液中に酸素が送り込まれて、脳が活性化 
口を大きく開くことで血液に酸素をたっぷり補給でき、顔や

手足の筋肉収縮は脳を刺激します。緊張状態の生あくびにも活

性効果があります。 

眠い・退屈なときに出るのは脳を刺激するため 
あくびの働きについてもっとも一般的な説明は、脳の活性化

でしょう。眠気や退屈感があくびを誘うのは、脳の働きが鈍く

なってきた証拠。そこで、口を大きく開けて空気を吸い込み、

新しい酸素をたくさん補給した血液を脳に送り込んで、脳の活

動を活発にさせるということです。 

腕や脚を大きく伸ばす動作にも同じ効果が考えられます。

脳の働きを活性化させるには目や耳、皮膚などの感覚的な刺

激に加え、筋肉からの刺激も必要とされているのです。 
また、精神的な緊張にさらされたときにも、あくびが出ま

す。大事な会議でプレゼンテーションする前や大勝負に臨む

ときには、生あくびが出がちです。これは緊張を緩めて脳の

働きを高めようとする自然な現象とされています。 

脳内の重大な病気のサインである事も 
あくびには体温調節の働きもある、という説があります。

脳は人間の体のなかでもエネルギー消費が多く、それだけ熱

をたくさん排出する器官です。その脳の一部が過熱して働き

が低下しそうになると、あくびをすることで冷たい血液を脳

に送り込んで冷やすそうです。 
脳内に何らかの病気があるときにも、あくびが出ることが

あります。その場合、脳出血・脳腫瘍・脳炎など命にかかわ

る重大な病気が疑われるので、たかがあくび、と侮る事は出

来ません。 

外食は①野菜不足、②高脂肪・高エネルギー、③高塩分への対策が重要です。

〇定食スタイルを基本に野菜不足を解消 
主食・主菜・副菜がそろったメニューでも、野菜は漬物や汁物の具だけと

いった副菜のメニュー不足もあります。確実に野菜が 1 品あるメニューを選
ぶか、野菜料理を追加で 1 品オーダーしましょう。単品メ 
ニューの場合は野菜ができるだけ多種類含まれているもの 
を選びます。「五目〇〇」「ミックス野菜〇〇」など具だく 
さんのメニューは比較的栄養バランスが整うのでおすすめ 
です。 

〇主食や主菜を少なめにして高脂肪・高エネルギーを防ぐ。 
定食や丼もののご飯の量は 1 杯 300g 以上と多めです。 

運動量の少ない人は、適量を守って 1/2～1/3 量は残すか、 
あらかじめ少なめをオーダーするのもよい方法です。脂肪 
の多い肉（ばら肉、挽肉）や魚（青背魚など）を使った料 
理は適量（約 80kcal）を守って食べ過ぎに注意します。揚 
げ物や炒め物など油を使った料理は 1 献立 1 品を原則に、 
エネルギーオーバーを防ぎましょう。 

〇余分な汁やソースは残して塩分調整 
味噌汁や麺類が塩辛い場合は、具だけ食べて汁はできる 

だけ残します。パスタや中華料理のソース類も残せば減塩 
できます。主菜は、煮込み料理より刺身のように自分で調 
味料がセーブできるものがおすすめです。 

〇ファストフードやコンビニ食が続くと亜鉛不足になる 
味を感じる味蕾に異常が生じる原因の多くは亜鉛不足で 

す。亜鉛は味細胞の新陳代謝に欠かせないミネラルで、不 
足すると味覚が鈍ります。ファストフードやコンビニ食に 
は、亜鉛の吸収を妨げるポリリン酸やフィチン酸など食品 
添加物が含まれていることが多いので、取り過ぎには注意 
しましょう。 

◇インフォメーション◇ 

①後期高齢者医療被保険者証  ②後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

③介護保険負担割合証     ④介護保険負担限度額認定証    ⑤後期高齢者医療費受給者証 

施設でお預かりしている保険者証類の有効期限が終了する時期が近づいて参りました。お手元に届き次第、

施設に届けて頂きますようお願い申し上げます。 

生活相談課



  

  

 

 

 

 

 
  

 

『ミッドナイト・イン・パリ』  2011 年 アメリカ映画 

本年度のアカデミー賞作品賞が幻と化した『ラ・ラ・ランド』は売れないピアニストと売れない女優のサクセスストーリ

ーを切なく仕上げたミュージカル映画で、それはそれで夢見る映画として楽しめました。 

将来夢を叶えたい若者達には支持を得ましたが、人生黄昏時の年代の方にお勧めは、違ったアプローチ法で夢の世界へ、

自分が憧れている古き良き黄金時代にとっても都合良くタイムスリップさせてくれる今回ご紹介の映画『ミッドナイト・イ

ン・パリ』。まさに大人のファンタジーコメディー映画です。 

パリのプロモーション映画かと思う程、パリの街並みが心地いい音楽と共に絵画の様に魅力的に紹介され、パリは芸術の

都だったと改めて再認識させられてから、物語が展開します。フィッツジェラルド、ヘミングウェイ、ピカソ、ダリ等々、

文学好き、美術好きにはよだれが出る程の 1920 年代の芸術の都パリに集ったオールスターが目の前に現れ、実際に会話出

来る（各々の俳優が風貌やしぐさを限りなく似せていてこれがまた笑えます）、後世に残る作品を生み出したきっかけや、

秘話、制作過程を本人の口から聞くことができる、なんて素晴らしいタイム・トリッ

プでしょう。 

よくもまあ過去に幾度となく妄想してきた事を映画にしてくれたものです。 

アメリカではなく憧れのパリに住みたい、脚本家ではなく小説家になりたい主人公

が何度もタイムスリップするというのも、現実逃避だったり、自分の人生を変えたい

という願望の現れだったり、タイムスリップ先からなお昔へとタイムスリップ（ここ

でもゴーギャンやロートレックが登場）、先人との会話によりヒントをもらい、自分

を見つめ直し、「みんな現在というのは不満なもの、それが人生だから」と悟ってい

くのも、結局のところは心の旅だったという事でしょうか。 

それにしてもなんともお洒落な心の旅に仕上がっていますよ。 

小説家や画家を同じように、皆様ご贔屓の数学者や哲学者や科学者にすりかえなが

ら鑑賞する事ができれば、特に文学好き、美術好きで無い方も楽しめるのではないか

と。2012 年度のアカデミー賞作品賞候補となった映画です。ぜひご覧あれ。

こんな映画で夢の時間旅行を楽しみませんか 経営企画室 岸本朋子

5 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。 

（敬称は省略させていただきます） 

ピアノ ：重松久代 

書道 ：溝口恵子 

誕生日会 ：北嶋庸子 

折り紙 ：廣瀬公子 

生け花 ：横垣内眞澄 

仲良しグループ ：鎌倉光子、平原多加子、平本弘美 

 竹下夏子 

お楽しみ会 ：中南 正、中南ヒロ子、小倉時子、 

 井田明美、宇都宮望 

ハワイアンコンサート ：増田典子 

腹話術「あすなろ」の皆様 

「アンサンブル楽（らく）」の皆様 

「女声合唱ルピナス」の皆様 

6 月 

月間イベント予定 

※予定は変更になる場合があります。 

7 月

新ボランティア紹介（生け花） 

5 月 2 日、ボランティアの横垣内先生による生け花がありました。「日本の原風景の再現」

をテーマに、それぞれの野花についての説明も交えながら、心安らぐ生け花を目の前で生

けて下さいました。 
ナズナ、ショウジョウバカマ、ホトケノザといった素朴で可愛らしい野花が花器に加わ

るたび、参加者の皆さん「田舎でよく見た」「可愛らしいね」と懐かしんでいらっしゃいま

した。完成した作品はまさにのどかな山里の風景を想起させ、ノスタルジックな雰囲気の

中、参加者の皆さんの想い出話にも花が咲いていました。横垣内先生には今後も毎月お越

し頂く事になっていますので、少しでも多くのご入居者に参加して頂ければと思います。 

２日 （日 ）七 夕 会  

４日 （火 ）生 け花  

５日 （水 ）誕 生 日 会  

８日 （土 ）仲 良 しグループ 

１１日 （火 ）ピアノ 

１８日 （火 ）折 り紙  

１９日 （水 ）書 道  

２１日 （金 ）お楽 しみ会  

２６日 （水 ）絵 手 紙  

４日 （日 ）父 の日 会  

６日 （火 ）生 け花  

７日 （水 ）誕 生 日 会  

１０日 （土 ）仲 良 しグループ 

１３日 （火 ）ピアノ 

１６日 （金 ）お楽 しみ会  

２０日 （火 ）絵 手 紙  

２１日 （水 ）書 道  

２２日 （木 ）車 イスダンス 

２６日 （月 ）クラリネット& 

ギターコンサート 

２７日 （火 ）折 り紙  

経営企画室 大坪拓未
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～編集後記～ 

 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。 

地域サポート型施設推進室から【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 

金子 優真 

趣味・特技：ハイキング 
宝物：健康 
【仕事で心がけていること】 
ご入居者の状況を把握し適切な対

応ができるよう心掛けています。

【皆様へ一言】 
介護の仕事は初めてなので分

からない事も多いですが、先輩職
員のご指導のもと一日でも早く
仕事を覚え、ご入居者の皆様の笑
顔と安心を守れるよう、そして親
しまれるよう頑張りたいと思い
ます。よろしくお願いします。 

谷池 ますみ（介護支援専門員） 田邊 繁子 (      )

【皆様へ一言】 

この度、生活相談員、介護支援専門

員として入職しました。ご入居者の皆

様を笑顔にできるよう頑張りたいと

思います。また、歌うことが大好きで

すので、ご入居者への音楽の機会を大

切にしたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。 

【皆様へ一言】

介護支援専門員として入職し
ました。ご入居者はもちろん、ご
家族にとってもより身近な存在
になれるよう、ご入居者お一人お
ひとりの思いを大切にしていき
たいと思います。どうぞよろしく
お願いします。 

趣味・特技：ピアノ、歌を歌うこと

韓流ドラマ鑑賞、絵を描くこと 
宝物：家族 
【仕事で心がけていること】 
誠実に仕事に向き合うことです。 

趣味：読書、音楽鑑賞 
特技：絵を描くこと 
宝物：家族 
【仕事で心がけていること】 
ご入居者に負担をかけない介助方法
を常に意識し、またその方の想いや
ニーズをどのようにすれば満たすこ
とができるか考えています。一番大
切にしているのは笑顔です。 

青空の下で最高のステーキをいただきました。
4 月 20 日（木）、日々ご入居者に美味しい食事を提供いただいている、イフスコヘルスケア株式会社の皆様が、セン

トポーリア愛の郷の創立十周年を記念して、ステーキランチを振る舞ってくださいました。青空の下、駐車場にテーブ

ルとイスを用意して、肉汁溢れる美味しい焼きたてのステーキを楽しみました。ご入居者の昼食にもステーキが振る舞

われ、皆様美味しそうに召し上がっていました。イフスコヘルスケアの皆様、ありがとうございました。 

◇青空ステーキランチ◇ 

（介護士） 
生活相談員 
介護支援専門員

 今年もトライやるウィークの季節が
やってきました。次号では、ご入居者と
山口中学校の生徒たちとのふれあいの
模様をお伝えしたいと思います。 

また 5 月から「生け花」のボランティ
アさんが来てくださっています。生けた
お花は、しばらく施設の玄関に飾らせて
いただきます。是非ご覧下さい。 

平成29年度 

4 月入職 


