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つるかめ新聞

私たちは､｢人道・博愛・奉仕」の赤十字

精神を基本に、真心をこめて高齢者の尊厳

をささえ安全で質の高いケアに努めます。

〒756-0889

山陽小野田市大字小野田3700番地

TEL0836-88-0222 FAX0836-88-4392

メール:osekiro@bronze.ocn.ne.jp

老健の理念

3月30日から4月9日までの間、「あんじゅ」では各班に分かれて恒例の須恵健康公園と竜王山の

花見ツアーに出かけました。今年は例年よりも開花が早まり3月30日には満開となりました。4日

のお花見ツアーでは、花びらが散りかけており、下を見ると桜の花のじゅうたん、上を見ると花

吹雪が舞う中、利用者さんは理学療法士の指導のもと、元気に体を動かしたり、春の歌を歌った

りして、気持ちの良い時間をすごされました。

ゴールデンウィーク中の

入浴について

ゴールデンウィーク中の入所のみなさんの入浴日程は、
下の表のとおりとなります。

4/３０(月）
（振替休日）

5/1（日赤

創立記念日）
２(水) 3(木)

憲法記念日
４(金)
みどりの日

午前
（全員）

(入浴
なし)

午後
（全員）

(入浴
なし)

(入浴
なし)
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山口マジシャンズクラブ ４月２５日（水）１０時４０分

お話ボランティア ４月２７日（金）１０時００分

ハルモニア・カラ ５月 ９日（水）１０時４０分

池坊芳心会 〃 １３時３０分

民児協（本山地区） ５月１４日（月）１０時４０分

誕生日会 ５月１６日（水）１０時４０分

お話ボランティア ５月２５日（金）１０時００分

入所者のご家族からの医療に

関するご相談を施設の医師、看

護師がお受けします。

ご希望の方は、事前にご連絡

ください。

相談日 毎月最後の月曜日

時間 １０時３０分～１２時

今月は４月２３日（月）です。

あんじゅでは、平日の午前中は必ずレクリエーションを実施しています。
入所者さんには曜日別に参加していただきますが、もちろん毎日参加され
てもかまいません。歌ったり踊ったり、体操やゲームをしたり、クイズや
エクサドンなど、皆様はりきって参加されています。

ところで、レクリエーションを行う目的は、大きく分けて三つあります。
第一は、身体を適度に動かすことで、身体機能の維持・向上を図るという
もの。激しい運動でなくとも、筋力の低下を防ぐ効果は十分にあります。

第二の目的は、レクリエーション
を通じた脳の活性化です。手先や頭
を使うことで脳を活性化し、認知症
の予防や進行を遅らせる効果が期待
できます。

そして第三にあげられるのが、レクリエーション
を通じた人とのコミュニケーションです。
普段は無口な方でも、レクリエーションでは積

極的にしゃべってくださったり、体操がお上手だっ
たり、はたまた風船バレーで見事なアタックを決
めてくださったり。このように、レクリエーショ
ンには心身の機能の向上や、笑顔と生活のはりを
保つ効果があるのです。

文責 介護福祉士 田坂 麻子



介護福祉士 阿部 由佳
あ べ ゆ か

干支 子年生まれ

抱負 事故やヒヤリハットが

起きないようにする。

趣味 音楽を聴く、スポーツ

（主にダンス）
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民児協（赤崎）封筒作り ４名

クラシック盤レコード鑑賞会 １名

池坊芳心会 ４名

お話ボランティア 金子紀恵 様

琴奏郁の会 ６名

ボランティアの皆様ご協力有難うございます。

お問い合わせ先 電話 88－0222

４月1日付で、人事異動がありました。村上

師長が１病棟へ、３病棟より的川看護師長が老

健へまいりました。また介護職員２名、准看護

師１名が老健「あんじゅ」へ着任いたしました。

３月３１日付で宇山事務課長が退職し、

４月１日付で国森事務課長が就任いたしました。

介護福祉士 櫻井 純子
さくら い じゅん こ

干支 未年生まれ

抱負 多職種連携、チームと

しての専門性を高め働いてい

きたいです。

趣味 県内ドライブと温泉で

ゆっくりすること

准看護師 堺 那貴
さかい とも き

干支 子年生まれ

抱負 挨拶を心がけ コミュ

ニケーションを取り合って

良い人間関係を築く

趣味 子供とサッカー

的川 恵子 看護師長
まとがわ けい こ

干支 丑年生まれ

抱負 ７年ぶりに師長とし

て戻り、責任の重さをひし

ひしと感じています。利用

者の皆様の心により添い、

尊厳を守るケアを提供して

いけるよう、努力してまい

りますので、どうぞよろしくお願いします。

趣味 映画鑑賞・花を生けること

村上 良恵 看護師長

このたび、4月1日より病院

へ異動することになりました。

あんじゅ利用者の皆様には、

たいへんお世話になりました。

人生の先輩方から多くのこと

を教えていただき、実りある

日々だったと思っています。1病棟という新

しい環境の中で活かしていけるよう努力して

まいります。“あんじゅ”大好きでした。本

当にありがとうございました。

事務課長 国森 宏
くにもり ひろし

干支 午年生まれ

抱負 老後は、誰しも自宅

で気ままに暮らしたいです。

一人でも多くの方が自宅に

帰れるようにお手伝いした

いと思っております。

趣味 家庭菜園

←4月上旬

中庭に、チュー

リップやビ

オラがきれ

いに咲きま

した。
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４月と言えば、山菜の美味しい季節。中でも「コシアブラ」は春を代

表する山菜の一つです。名前の由来は、かつてこの木の樹脂（アブラ）

を絞って使っていたからだとか。葉が開いても美味しく食べられますが、芽吹いたばかりの木の芽は

今だけ。食べ方は、何と言っても天ぷらが最高！春の香りと風味を楽しめ

ます。近くの里山でも見つけることができますが、探すときは上ばかり見

てつまずかないようにご注意を。そして、採るときは芽を採り残しておき

ましょう…

この季節、里山では、タラノメや、コシアブラと似たタカノツメも運が

良ければ見つかります。身近なところでは、ツクシやワラビも顔を出す頃。

春の恵みをいただいて、リフレッシュしましょう！ しらねあおい

編 集 後 記

須恵保育園 園児の皆さん

先
月
素
晴
ら
し
い
ダ
ン
ス
や

歌
を
披
露
し
て
く
れ
た
須
恵
保

育
園
の
園
児
た
ち
が
感
想
を
よ

せ
て
く
れ
ま
し
た
。

伊藤 美結さん
い とう み ゆ

踊りを踊っ

たらおばあちゃ

ん達が手拍子

してくれて、

うれしかった

よ。

おじいちゃ

ん、おばあ

ちゃんがた

くさんいて

緊張したけ

ど踊って楽

しかったよ。

磯村 咲空くん
いそむら さ く

おばあちゃんたちがにこ

にこしていたから、ぼくも

うれしくなったよ。

早崎 菜乃さん
はやさき な の

福谷 昇太郎くん
ふくたに しょう た ろう

濱口 宗佑くん
はまぐち そうすけ

お手玉あそびを見せてあ

げたら、たくさん拍手をし

てもらって嬉しかったよ。

うたをうたって楽しかった

よ。おばあちゃんがうれしいっ

て泣いてよろこんでくれたよ。

「玄関から玄関まで」を基本に、

利用者様の身体・歩行状態、ご自

宅周辺の道路状況等に応じて送迎

いたします。乗降時の介助、車内

の見守り等は安全を確保するため

に、必ず運転手と介護・看護職員

の２名で行っています。

４月は、利用者さんがお花紙を貼り合わせ、幅２メー

トルの「しだれ桜」の壁画を作成されました。


