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平成十八年八月一日発行

平成18年５月14日︑毎年
恒例の﹁かつを賞味会﹂が
開催されました︒
今年は300人ほど集まり︑

オープニングに日本一のア

コーディオン奏者・山岡秀

明様と奥様のソプラノ歌手・
丘ひろ子様がボースンティア
ですばらしい演奏と美声を
披露してくださいました︒

０次はかつをの解体です︒大
きな新鮮なかつをを株式会社
メフォスの串田・鈴木の両マ
ネジャーが慣れた手つきでさ
ばいてくれました︒﹁今年の
かつをのお刺身は特においし

さい︒

施設長 福田誠夫

ございましたら︑どうぞお気軽にご見学下

真ん中に記念碑を設置しました︒お時問が

ｊルドやサルビアを植え︑２本の桜の木の

この６月29日に桜の木の周りにマリーゴ

ったら花見をしよう︒﹂と大変喜ばれました︒

の皆様も﹁綺麗だね︒色がいいね︒大きくな

４月には桜を見る事ができました︒入所者

きな桜を見つけていただいたお陰で︑この

塚本会長のはからいで高さ４ｍぐらいの大

大変感謝しております︒

瀬様︑干脇様に植樹を行っていただき

休日を返上して︑はつらつ友の会会長
｀い である塚本会長を始め︑会員である岩

平成18年２月19日のまだ寒い季節の中ヽ

ｆ

められました︒

一 に桜の木を２本植樹いたしました︒

必
かった︒﹄と参加者の皆様にほ

アコーディオンサークル『風車』の皆様）

山岡秀明様
右
左Ｉ丘ひろ子様

発行所社会福祉法人はつらつの里

お食事の後は︑アコーディオ
ンサークル﹃風車﹄のメンバー

ひとときを過ごしました︒ ・Ｏ

会場の皆様が歌うなど和やかな

などを合奏し︑それにあわせて

が日頃練習している﹁ふるさと﹂

左：串田マネジャー【(株)メフォス栄養ｌ
右：鈴木マネジャー【(株)メフォス調理r1
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佐倉に行き︑車中では皆様童心にかえり
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加となり︑ケアハウス20名︑特定30名となり
ました︒定員が増えたことにより︑ケアハウ
スの入居者の方が介護が必要な状態になって

も︑はつらつ浜野で過ごしたいという思いに
応えることができるようになりました︒
新しいスタッフも増員しフロアー担当制も

取り入れ︑よりきめ細かい特定サービスを提
これからも入居者の方々の個々の生活に寄

供していきたいと思います︒

お知らせポスター
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意気投合にて合唱されていました︒
そして大浴場での入浴︑楽しみにされ
ていた昼食︒惣菜はお刺身︑天ぷら︑茶
碗蒸しが付き︑入所者の皆様も﹁色合い
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り添って︑安心して過ごして頂けるように職
員一同がんばりたいと思います︒

行かれる入所者様もおられ︑﹁楽
しかった！良かったよ！・﹂と
あちらこちらで声が聞かれま
した︒入所者の皆様も湯パラ
ダイスが二回目という事で環
境にも慣れ︑余韻を残しなが
ら気分転換をはかる事が出き
良かったと思いました︒
寮母 菅原文江

平成18年７月９日︑はつらつリ
ハビリセンターで７月誕生会及び
七夕の演奏会が開催されました︒

私たちグループホームでは︑６月

介護職 豊田勝美

誕生者では︑98歳の工藤茂雄様をは

じめ︑参加出来なかった誕生者を含め

８名の皆様が盛大な祝福を受け︑理事

長より誕生者カード︑そして全員でハ

ッピーバースデイの歌を贈りました︒

また︑日曜日の誕生会でしたが︑デイ

ケアの皆様も⁚⁚１１名参加されました︒そ

の後︑﹁ＨＡＮＥ﹂︵はね︶というボラン

ティアグループ︵松田夫妻︶の︑しの笛

皆さん横笛の音色にひとしきり感動し

＆ピアノのデュオによる演奏会を開催︑

ました︒舞台横には︑願い事を書いた

竹笹が鮮やかに飾られ︑七夕の雰囲気

今回の開催を待ち遠しくされていた

が会場いっぱいに拡がりました︒

利用者の皆様が多かったと開きました︒

これからも利用者に喜んで頂ける企画

介護職 田野紳一郎

を考えていきたいと思います︒

﹁そうめん流しで楽しいひととき﹂

28日︑ホームの庭にて︑そうめん流

ます︒

行事を数多く企画していこうと思い

後も利用若様に季節を感じて頂ける

くるそうめんに︑皆さん大喜びの楽
しいひとときを過ごされました︒今

事と違う雰囲気の中で次々と流れて

ただきました︒
当日は天候にも恵まれ︑普段の食

き︑竹にそうめんを流し竹の器でい

しを行いました︒デイサービスの黒
川やえ様ご家族より竹を提供して頂

「フ月誕生会＆七夕演奏会の開催」

春も終わりに近い５月30日︑
恒例行事である日帰り旅行を実

咸1
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﹁特定の定員が20名から30名に﹂

､4峙

手拍子をされたり舞台にご祝儀を持って

味されておりました︒その後︑お芝居舞
踊が始まり︑素敵な踊りに皆様感動され︑

も良く豪華ね︒美味しい１・﹂と喜ばれ賞
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平成18年６月１日より特定施設の定員が増
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施いたしました︒湯パラダイス
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相談員 佐藤律子

食卓も季節感のある楽しい食事に早変わり
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きめ細かな充実したサービスを提供しています

y゛r匹Jg夕゛゛SぷZyぷf《゛S忿vfSy

示し①ク帽ぐこ
軽費老人ホームはつらつの里

はつらつリハビリセンター

｢ひなよつりのメニュー｣

｢フ月誕生会メニュー｣

おひなさま

そうめん澄まし汁

カツをの刺身

天ぷら盛り合わせ

蛤の吸い物

吹き寄せひろうす

天ぷら(ふきのとう､ちくわ)

七タゼリー

さくらもち
甘酒
ケアハウスはつらつ浜野

グループホームはつらつ宮の原

｢ちらし寿司御前｣

｢ある日のメニュー｣

ちらし寿司

カレイの煮付け

お吸い物

野菜炒め

天ぷら

冷や奴

(エビ、かぼちや、ナス)

開催日／平成18年６月23日
開催場所／はつらつリハビリセンター会議室
出席者／右奥：若松亜紀栄養士（はつらつの里）

漬物

ほうれん草のゴマ和え
あんみつ

味噌汁
毎日、利用者様と一緒に、食事作りに
奮闘しています。アットホームな雰囲

右手前：林芳子管理栄養士（ケアハウスはつらつ浜野）左手前：小鳥久美栄養士（はつらつリハビリセンター）

御飯
フルーツ

気と陶器の食器が持ち味です。

（司会）左奥：旗手敏子管理栄養士（はつらつリハビリセンター）

司会本日は､はつらつグループの栄養士4名に集まっていただきました。

にはツリーに見立てて料理を盛り付けて､皆様は｢箸をつけるのが

日頃の仕事ぶりを気楽に話し合って､意見交換の場にしたいと思い
ます｡司会進行役は一番古株の私､旗手がつとめさせていただきま

もったいないネー｣と言いながらも､大変喜んでいただいたことが
あります｡こういうものをテーブルに出す幸せを感じます｡これが

す。よす､はつらつリハビリセンターから申しますと､当施設は入所

好き､こういうものは苦手､という個々の評価を大事にして献立づ

者80名､月曜から金曜迄はデイケア利用者が15〜20名｡給食は一般
食､療養食を各々､普通食､キザミ食､ミキサー食､とろみ付き等の形

くりに取り組んでいます。

態で､個人対応で提供しています｡平成17年10月から栄養行政が大

司会はつらつの里もケアハウス浜野も､それぞれに施設として特徴あ
る工夫をされているようですね。その上で､利用者様に喜んでい

帽に変わりましたので､その対応に追われています。しかし､まずは
利用者に美味しい給食を召し上がっていただいて､栄養状態のレベ

ただけるお仕事ぶりは､本当に栄養士としてうらやましい限りです。
さて､はつらつリハビリセンターは老健ですので､また少し違う業
務もあります｡平成17年10月に栄養行政に大きな変革かおり､また、

ルアップを図ることを今年の目標として､業務に取り組んでいます。
はつらつの里ではどうですかﾜ

今年4月の介護保険の見直しで､栄養業務も随分と変わってきまし
た｡私はケアマネと兼務ですので､膨大な栄養管理､給食管理業務

若松軽費老人ホームはつらつの里は50名の入所者がおられ､一応､自分
で生活できる方々ですので､自分の食べたいものや菓子やバナナ

に十分な時間がとれません｡小鳥栄養士がその殆どを頑張ってこ

などの乗物は自分で買っておられます｡心掛けていることは､目で楽
しく､食べて美味しいものを提供するようにしていることです｡どう

なしています。

してもとらなければならない栄養素はもちろん取り入れ､その上で、

小馬昨年10月から栄養ケア計画を作成し､利用者様(ご家族様)の承認
印をいただくことになっています｡それぞれ､栄養状態をＢＭＩ(体

入所者の皆様の好まれる味で提供するよう心掛けています｡厨房で
も以前から続けて働いている古い方が多いので､その辺はうまくい

重＝身長2)から算出し､リスクの程度に応じて､3ケ月､6ケ月毎に見
直しています｡栄養アセスメント､モニタリング､カンファレンス等、

っています｡塩分控えめに心掛けて､残菜を減らすことを課題にして
います。
林

ケアハウス浜野は一番新しい施設で､入所者60名､デイサービス17
から18名の利用です｡特定入所施設でもあり､入所者全員が自立の
方ばかりではないので難しいところがあります。いろいろ企画を出

新しい業務が増えて取り組んでいます。
司会仕事上､困っていることはありませんか?

小蔦以前から小食の方､食欲のない方で低体重という問題をどのよう

して､なごやかに楽しく喜んでいただける食事作りを心掛けています。

に改善していったらよいか､水分摂取不足に陥らないような対応を
どうするか､等の悩みがあります。

普段から､美味しい､という評価をいただいております。
司会それぞれきちんと仕事をされているようですね｡おいしい､との評

林

価をいただいているようで､担当者としては嬉しいですね｡他に業
務の中で工夫していることなど､それぞれの施設の特徴はありますか?

林

糖尿病､高カリウム血漿､肝癌､顎腫瘍術後､などで食事に問題を抱
えている方々がおられ､ＡＤＬの低下の対応等に苦慮しています。
けれど､カリウム減の食事を提供したが全く食べず､自分で昨日員
ってきたパンを食べてしまっており､お願いした厨房にも申し訳な
い思いをした､という事がありました。

小馬私は食事介助に出た時には、「お食事はいかがですか」「満足されて
ますか」などと､利用者様の声を直接伺うようにしています｡そこで
Fもっと固い方が良い」と聞いたら､介護さんや看護師さんに相談し

また､今しようとしてい

ることは何でしょうか。

て､義歯の具合や消化に問題がないかなどを考慮して､できるだけ

司会最後になりますが､社会福祉法人｢はつらつの里｣の栄養士として、
これからすすめていこうとしている計画があれば教えてください。

利用者の希望に添うようにしています｡療養食の方､量や食品に制
限がある方に対しても､説明して納得していただいています｡厨房

若松里では､看護師と相談して食中毒のこと手洗いの重要性を､給をつ

に対しても､調理しやすい方法を常に相談して食事作りを進めてい

け分かり易く書いて掲示しています｡冷蔵庫は利用者一人1台持っ

ます。

ておられますが､賞味期限切れなどの古い食品が残っていないか、
抜き打ちに検査しています｡それから､残食をどうしたら減らせるか、

ケアハウス浜野では外食サークルもありますが､リクエスト献立とい
うことを取り入れています｡暮れや正月には､個別盛りをやめ皆でい
ただける大盛りの天ぷらにしてみたり､祝い膳を工夫したり､メニュ

施設長とまとめているところです。
林

ケアハウスでは､自分は年何回も研修に出かけていますが､その情

ー作りに利用者の皆様にも参加していただいたりしています｡メニ

報が厨房の職員まで届いていません｡これからは､自分がそちらに

ュー作りでは､テーブル毎に献立を考えて､それを厨房と相談して作

向けて指導しようかと思っています。

ります｡利用者の皆様は､さすがに人生経験も豊富､主婦として腕を
奮ってこられた方が多いので､始めてみると参加者は喜び､残食はO。
栄養士としても勉強になっています｡また､年末の年越しそばの時、
ご希望にあわせて温かいそばと冷たいそばとを提供し､とても感謝
していただけたことがありました｡利用者の皆様に育てられ､教えら
れて仕事をさせていただいております。
若松はつらつの里で特に工夫していることは､里では庭で作物を作るこ
とが出来ますが､土に触れて自分達で協力して収穫したものを使って、
お茶会を開いたり行事食に取り入れたりしていることです｡× mas

司会リハビリセンターでは､以前､食品の特徴を書いたフＵップをテー
ブルに置いたことがあったのですが､これを継続しお勤めの食品
の情報提供をしたり､療養食の相談を受けたりする事で､デイケア
の参加者を通じて､地域に栄養情報を発信していきたいと考えて
います｡これからも皆様に喜ばれる食事作りを､グループ間で連携
を常にとりながら､すすめていきましょう。
本日はありがとうございました。

担当職員 はつらつの里
寮母主任 中村民子

・

ツ爪Xで☆ﾉ

はつらつ宮の原では、毎月、生活リ

ある壁画や作品を作り、コミュニケー

一つでも多く昧わって頂けるように取

甫ヂト＆「フロント・ポチ」

発足して２年ほどになります︒昔︑大
正琴に触れた事のある人や︑全く初めて
の人もいらっしやいますが︑思ったより
右手でリズムをとり︑左手で弾く︒両

簡単に楽しむことができる楽器です︒
手のタイミングが合わないと良い音は出

高山邦子
施設長
はつらつ宮の原

ません︒そして︑体︑指で覚えるまで練
習することが大切です︒参加されている
皆様は自室で毎日練習していらっしやい
ます︒スムーズに弾けるようになると﹁う

制作中ですロ
ただ今、大作

・グループホーム はつらつ宮の原
〒289−1124
八街市山田台宮ノ原966番地2
TEし(043)440‑5188 FAX(043)440‑5187

れしい！・﹂﹁楽しい﹂という声が聞かれる

ションを深め楽しんでいます。
又、作品を作りあげる喜びや感動を
・介護老人保健施設 はつらつリハビリセンター
〒265−0046
千葉市若葉区小閲子町３番地132

ようになります︒又︑観桜会や誕生会に

月２回︑はつらつ浜野

ハビリの一貫として季節感や温もりの
・牡費老人ホーム はつらつの里
〒265−0046
千葉市若葉区小閲子町４番地の6
TEL(043)239−0100 FAX(043)239−0188

て皆様の前で演奏させていただいた時は
とても良い緊張感や達成感を得られた様

朗読 加形先生

寸寸幄几寸寸心壮言ブ

子です︒大正琴の哀愁のあふれる音色は懐かしさを呼び起こし心の
奥まで響いてきます︒精神的にも身体的にもとても良いリハビリに
なると思います︒今後も皆様に一層大正琴を楽しんでいただけるよ
Ｊ
︸一
・﹃一

では朗読サーークルの練習
が行われる︒中心はボラ
ンティアの加形先生︑人
形劇でその名を知られた

６月21日︑はつらつの里恒

例のジャガイモ収穫祭が行わ
れました︒今年は︑品種を﹃と

うや﹄に決め︑例年より早く

︵２月中旬︶植えました︒
堀り上げると皆の期待通り

豊作でした︒収穫後︑蒸した

コロコロしたジャガイモが大

てのジャガイモを利用者皆さ

んに食べてもらいました︒ジ
ャガイモは皮がツルッとむけ

てホクホクし︒おいしいね ズ﹂れたては違うね

もう︸つ待望の園芸機械︑歩行用トラクター﹁フ

と言い︑大変喜んでいただきました︒そして︑

ロント・ポチ﹂が里の畑にやって来ました︒こ

の機械は﹁はつらつ友の会﹂で購入していただ

いたものです︒ 当日は︑機会店の方の指導を

いただき職員皆で試運転をしました︒操作も簡

単で里の畑がどんどん耕されきれいになりまし

た︒園芸サークルの皆様からも﹁よい機械が入

ったね﹂との声々︒早速︑落花生とさつま芋を

﹁フロント・ポチ﹂と一緒に美味しい野菜がで

植えました︒秋の収穫祭がとても楽しみです︒

きるよう皆で頑張ります︒友の会の皆様ありが

はつらつの里 事務長 関谷孝夫

とうございました︒

ていることでしょう︒次号は︑冬に

元に届く頃には夏も真っ盛りになっ

︑﹁はつらつだより５号﹂がお手

かなか明けず雨の日が多いので

年は梅雨に人るのが早かったの

編・集・後・記

番〜疆−−種−轜−−箇−−置屋−羞−騰櫛笥

︷

なることと思いますが皆様のご投稿・

若善蓉麗麗Ｉ麗麗︱麗噛弩

ご意見をよろしくお願い致します︒︵Ｆ︶

︱Σ 謹

φ

友の会より還付
軽費老人ﾎｰﾑはつらつの里

〒260−0824
千葉市中央区浜野町338番地1
TEL(043)209‑6811 FAX(043)209‑6812

方である︒柔軟体操で体
をほぐし︑腹式呼吸︑発声練習︑そして
朗読へと進む︒参加当初は大きな声を出
すのをためらっていたメンバーでも︑回
を重ねるごとに腹から出す声に力が増す︒
朗読の不思議︑聞き知ったはずの物語で
も︑メンバーの体を通ると︑それは別の
ものになる︒ある時は切なく︑ある時は

はつらつ浜野
・ケアハウス

り組んでいきたいと思います。
FAX(043)239−8283
TEL(043)239‑8282

皿圖菌醸

皿

1僣

玲羨

毎肖

情熱的に聞く人をゆさぶる︒語る者は生

四竣偕漣廳幽圈圖鱗嫡嫡・鯵蛎

海

き生きと︑聞く者には感動を︒朗読の奥
深さを伝えていく︑それが我々︒はつらつ座 である︒

言言⊇へ̲．̲。

