
23年 1月 28日

穀
正解者の中から抽選で素敵なプレゼントを進呈させて頂きますので答えがお解かりになられた方 |よ住所、お名

前、答え、サンライズヒル広報誌へのこ意見等を施設事務室までお矢Bらせくださしヽませ。
■締め切り 2月 28日 (月 曜日)

第 6ロサンライズヒルクロスワー ドパズルの当選者 |よす由選の結果、以下の方が当選されました。おめでとうこざ
しヽます。なお、賞品|よ 1月 中旬に発送させていただきました。
■当選者 T.N様

【カギ】の3文字で言葉を作ろう !

Cか 冬といつたらこれ !あつたか～し1。

①「火の用心」と声をあげながら、○○○○○を打つ。
②寿司のネタ。「蝦虫古」←読み方|よ ?

③正月、玄関に立てます。門OO。
④熊本県山都町にある橋|よ ?「○○潤橋」
⑤すき焼きのタレのこと。
⑥最古の魔球とも言われる球種|よ ?

①大きな公園を○○○○○散歩する。
⑦日本で|よ○○人の事を「太公望」と言い漱す。
③地球上で人間の次に多いほ乳類|よ ?

③奈良公園にいる有名な動物|よ ?

⑩大企業の進出で商店街が○○○○○街になりました。
①変化球の得意な投手|よ ?○○○派投手。

① ③ ⑤

⑦
【カギ】

③ ② ③ ⑥

⑩ ④ 〔カギ】

① 〔カギ】

お問い合わせ
ご連絡電話番号
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1月 15日 (土) 新年会

基本方針
●個人の意思と権利を尊重し、質の高い生活の場を提供します。

●家庭復帰をめざしたり八ビリテーション医療と個別対応の栄

養管理及び看護介護サービスを行しヽます。

●実り豊かな人生のひとときを快適に過こしていただく為の総

合的なケアサービスの提供を行います。

●地域福祉の充実や在宅高齢者の生遇支援を行しヽます。

編・集・後
己一〓
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96-232-5656縮詮サンライズヒル
員山奇

山口、黒木まで

至大滓 社会医療法人社団熊本丸田会

●

昨日、通所ゲス ト様との訓練中に「広報誌を読んでいたら編集後記のところにあなたの名前が書し再て
あつたよ。」と言われました。一番後ろの小さい記事ですが、そこまで全部目を通して頂しヽてしヽること対
し驚きと感動を覚えました。語学力の低しヽ私ですが今後もさらに気合を入れて作成していこうと思います。

(り 八科 :本引 |)

通 所 り八 ビ リテー シ ョン担 当 支援相談員

入所、カルチャー、ボランティア担当 支援相談員
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新年明けましておめでとうこざいます。               /  ｀ヽヽ

今年十よ、2011年十よ「辛卯」 (かのと う)の年になります。
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毎年恒例となつております「文化祭」を、去る11月 18日側に開催いたしました。

入所・通所のゲストの方々が日頃行わイlている、カルチャーやアクティビティ

等で製作された作品の展示を|よ じめ、 ゲスト様の若し引頃のお写真などの展示も

行いました。ダスト様やこ家族様の方も驚かれる程、どの作品も大変素晴らし
い出来栄えでした。

試たステージで|よ、ゲストの方による大正琴の演奏、白菊保育園の園児の方々

によるお遊戯などで盛り上がり款した。 お遊戯の際|よ、涙ぐみながらこ覧に

なられるゲスト様などもいらつしゃり、短い時間で|よありましたが存分に楽し

んで頂けたので|よないかと思います。          (看 護介護部 :三角)

q

辛に|よ陽なるエネルギーが敢然として上に出現する形の意があるといわれています。

卵に|よ 「茅」との意味があり陽気の衝動・生じ引茂るという意があるといわれてしヽます。

私たちサンライズヒルでも、今年の干支のように、元気あふれる明るく楽ししヽ環境整備に努めて承いりた

いと考えています。

具体的な展開として 2点こざいます。

第一にゲストの方々とこ家族の皆さんが安心してこ利用できる組織造りを行います。具体的に|よ入所され

てしヽるグストの方々がより良いサービスを受けていただけるよう看護・介護・り八ビリ・栄養すべてのス

タッフが協働しゲストの皆さんの目線で必要かつ質の高いサービスを提供できる組織体制の再編成を進めて

います。

第二に|よ在宅分野の充実です。かかりつけの先生と連携を密にしながら、退所されたゲストの方の在宅時

のフォローアップ、特にり八ビリが必要なゲストの方に|よ訪間り八ビリサービスを提供できる体制作りを進

めてい志す。

本年も職員―同、ゲストの皆さんと家族の方々にこ満足いただけるよう精進いたしますので、どうぞ宣し

くお願いもうしあげます。                           (理 事長 :丸田秀―)
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クリスマス会 ス篇深蹄 准硫製習信蔦者馳墨螺 節 。
また、今年十よ職員がサンタと天使の格好をしてお花のプレゼントを参加者や居室から出てこられなかつ

たゲストー人ひとリプレゼントを手渡し大変喜んでいただきました。最後|よ皆で歌を大合唱しとてもなご
やかなクリスマス会となりました。               ‐     (看 護介護部 :後藤 勝)
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①昭不059年
②音楽鑑賞
③―心不乱

も 】幹 (粕市)

今年 1年を「豊か」な年に !!
新年、明けましておめでとうこざいます。皆様、良しヽお正月|よ過ごせましたでしょうか?私が近年、心掛けて

いることを紹介します。

獅子舞の登場と共に平成23年の新年会が1月 5ヽ日ωに開か

れました。

今年も去年と同様に、蘇古鶴神社 (菊陽町)の宮司様に来設

して頂き、厄除け、長寿祈願をして頂きました。

宮司様によりお払いをして頂いていると、感極まつて涙ぐま

れるゲスト様もおられ承した。

その後|よスタッフによる肥後にわア〕`や、ボランティアの宮田

様によるお祝しヽの舞など盛りだくさんの出し物を観覧されまし

た。

又、大好評のおみくじも引いて頂き、「ようし、◆年十より八ビ

リを頑張るぞ」や「早く元気になつて家に帰るから」等意欲的な声

が聞ダ〕`れました。

企画担当としてこ利用者様が意欲的に前向きになられる事が

一番嬉ししヽ事です。

新年会が無事に終えられた事に感謝します。こ協力ありがと

うこざいました。

(看護介護部 :江藤)コ a一つ

P(ブ 1.自分磨き ,自己投資をする。
2.1日 1つ」ヽさな贅沢をする。(ド リップコーヒーを飲む。的 Q材を使つて料理をするetc

3.趣味を充実させる。

4.楽しく過こす方法を考える。(どうすれば楽しく仕事が出来るか。愛犬と戯れるetc… )

5,積極的に人と出会い、色んな価値観に触れる。

上記のように、自分の心が豊かになる(満たされる)体験をする事で、穏やかな気持ちで過こせる時間が増え、
いしヽ意味で小さな事を気にしなくなりました。

不景気により自己犠牲や節約ラを強いられストレスフルな現代だからこそ、それぞれの方法で自分の心を「豊か」
にする努力をしてみませんか?

2011年が皆様にとつて素敵な 1年になりますように願いを込めて☆            (り 八科 :坂本)
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ボランティアのこ紹介
熊本県老人保健施設協会職員基礎研修会i 研修華F告

現在くサシライズヒ)レで|よボうンチヤァの方々に来ていただきく9づめヵルチ手―を
'

F'干]催 してし`ます。今回|よ、力)レチャニの開催日と先生の紹介をしますと今年二年も力)レ

|チャニを通してゲストの皆様|ど楽しめる活動め時間をイ乍ちてし`きたぃと忠しヽますとこ興

しれつもお世話になつています。

あるカルチや二がありましたらお気軽にご参力o下さい ||

p
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蓮根団子のスープ
<材料>4人分

ありがとうこざしヽました。

12月 1日悶 。2日 lttlと 2日 間、平成 22年度「熊本具老人保健施設協会職員基礎研修会」に参加させて
いただきました。トータル 2日間で 2つの講演・5つの請義、グループワークと大変充実した内容でした。
「老人保健施設におけるケアのあり方」 (専門職としての自覚とケアに向き合う姿勢)という講演で|よ、

施設の理念と役割についての説明がありました。

理念と|よ ・・・目指すところ。

役割と|よ ・・・やるべきところ。

自分の施設の理念や役割を考えてみましょうという事で、この理念と役割をじつくり考える時間が設け

てありました。

請義の中で|よ、利用者の専厳・不U用者の意思を尊重、自立した生活・サービスの向上など言葉に捉われて、

本来見なければいけない基本を忘れていませんか ?と しヽう先生からの問いかけがあり、今一度日々の業務
を振り返り、理念や役割をもつと理解すべきだと反省、気づきがありました。

2日 目の「介護保険制度と報酬の解釈」で|よ、現状のケアにおしヽて何をどれだけ支援して、何単位すつ

付いてしヽるのか詰義して頂きました。こ利用者様|よ、自己負担額も干差万別であり、自分の仕事で何がで

きるのかを充分に考えたしヽと思しヽます。

講義の中で|よ、◆後の業務に渚かしていけるヒントが沢山ありました。迷つたら、理念に基づき、基本
を忘れないようにこの基礎研修で学んだことを行動に移していこうと思い志す。    (事 務部 :藤本)

福祉のつどいジョイントコンサーHこ参加して
昨年11月 27日ωにサンライズヒルのゲス トで構成されているフレッシュシンガーズが、菊陽町で開催

される福社のつどしヽジョイントコンサートに参力Bされました。

フレッシュシンガーズ|よ毎日自主的に季節の歌、懐かしい歌などを念入りに練習され、今回|よその中か
ら「故郷の空」「旅愁」「浜辺の空」 3曲を披露されました。声もしつかり出ていて、リズムにのつて気持
ちよさそうに伸び伸びと歌われていたのが印象的でした。

会場からの拍手も大きくて日頃の練習の成果だと思いました。

歌が終わり舞台から下りられ、「あ―良かつたですね、楽しかつたです。」と皆さん満足そうな表情が見
られました。自分達もまだまだ色んな事に挑戦出来そうだという自信がもてたので|よないでしょうか。

(看護介護部 :高橋)

|

昨年11月 23日側に塩承様他 2名様に来設して頂き交流会が開催されました。

歌やピアノ、オカリナの演奏などがありとてもきれいな音色でゲストの皆様

も手を叩かれていたり、歌を回すさまれたりと大変喜ばれてしヽました。

普段と|よ違う雰囲気の中で、気持ちもリフレッシュして楽しい一時を過ごすこと

ができたので|よなしヽでしょうか?            (看 護介護部 :坂木)

①連本艮|よ きれいに洗つて皮をむいてすりおろし、軽く水を切つておきます。
②里芋|よ 皮をむき、半分に切つて、水を|よ つた鍋に入れ、中火で柔らかく
なるまで苅でます。

③鍋に鶏ミンチ肉と下味の調味料を力lえ、軽く混ぜ合わせてから中火にかけ
て炒め訣す。ほぐれたら冷ましておきましょう。

①②の里芋を木ベラで潰し、①と③を入れてよく混ぜます。      イ

⑤④が均等に混ざつたら、一ロサイズに丸め、薄く片栗粉をまぶし付け3
～4分苅でます。

⑥しめじ|よ石づきを耳又り、人参|よ 4omの長さの短冊切りにします。春雨|よ

熱湯に浸して戻した後、適当な長さに切りそろえます。
⑦鍋に鶏がらスープを張り、沸騰したら人参、しめじ、春雨を入れ、火を
通してから⑤を入れて温めます。

①調味料を力llえ、スープの味を調えて仕上げます。
③器に③を注ぎいれ、輪切りにした万能ねぎを散らして仕上げます。

蓮根|よ、風邪の特効薬とも言われます。蓮根に|よ、レモンの15倍のビ

タミンCが含訣れており、しかも連根のビタミツCIよ、でんぷん質が多い

ため力B熱 しても殆ど失われません。ビタミンCIよ、抵抗力を高めるl動き

があるため、風邪をひいた時に|よ 、積極的に摂りたしヽ栄養素です。

蓮根のネバネバ成分 |よ 、ムチン質と呼ばれ、胃壁を保護する働きがあ

ります。それにより0物の消化吸収がスムーズに行われるようになり、

風邪によつて弱つた体力の回復を早めます。

また、連根の切り□が黒くなることがあり志すが、

これ |よタンニンという成分が含まれているためです。

タンニンに|よ、炎症を抑える働きがあるため、風邪に

よる喉の痛みを抑える効果があります。

(栄養科 :村山)
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蓮根…… …… … …

里芋…… …… …… …

鶏ミンチ肉………………

(鶏ミンチ肉の下味)

塩、こしよう 。…

酒 … … … … …

しょうが汁 … …

片栗粉……… … … …

人参…… …… ……

香雨…… … ……

(スープの調味料)

鶏がらスープ
塩、こしょう
しようゆ ……

ゴマ油 …………

万能ねぎ…… ……

200g
3イ固

100g 工驚■JI

しめじ

各適量

小さじ1

小さじ1

… 適量
……50g
……30g
…… 48

当施設に|よ加齢や病気の後遺症等によつて、摂食・噺

下に問題を抱えている方が多くしヽらつしゃいます。誤疎

がきつかけで肺炎を起こされてしまう方も少なくありま

せん。摂食・疎下障害|よ生命の危険に直結してしまう可

含剛生もある為、早期に発見し適切な対応を行う事が重要

になります。その為、他職種と連携して統一した対応を

図る為に、摂食・嫌下対策検討委員会を月に一度開しヽて

います。委員会で|よ、摂食・疎下障害の方を定期的に評

価し、現状確認や対応方法を話し合い、安全に食事がで

きるように努めてしヽます。また、噺下体操等の取り組み

の検討や見直し等も行つてしヽます。

「食べる」と|よ 生命の維持目的と共に楽しみでもあ

り、生きる意欲にもつながるとても大切な事です。利用

者の方々がいつまでも安全に美味しく食べる事ができる

ように、委員会メンパーを中心に努めていきたいと思い

ます。

摂食 :食べる事全般

嗽下 :飲み込む行為

摂食・噺下障害 IB函卒中後遺症等の原因で摂食や噺下に間

題が生じた状態

誤噺 :食物が誤つて気管に入つてしまう事

(り 八科 :大障)
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アートフラワー 佐藤文子様 毎週火曜日

エステ POLAセ ラヴィ・り工様 :月 1回 (曜日不定)

市川郁子様 毎週木曜日絵手紙

月 2回 (月 曜日・文曜日)習字 大谷義文様

手芸 菊陽町老人クラブ様   :第 1金曜日

手話ダンス 第 3月曜日光澤和代様

第 2・ 4月 曜日星子愛子様大正琴

陶房 ・恵泉様 第 4金曜日陶芸

第 2金曜 。第 3土曜日フラワーアレンジメン ト :前田裕―様
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餅つき
通所で |よ 12月 28日 側に餅つきを行いました。「モチ」 |よ 民俗学でいう八レの日 (非日常、とくに神祭

など祝いの日)の食べ物で、稲作農耕の食文化の一つとして伝えられました。その餅を神祭や通過儀礼の

食品としたの|よ稲霊信仰によるもので、餅を食べることで神の霊力を体内に迎え、生命力の再生と補強を

願つたア〕`ら・・・と言われています。今年も皆様に|よ杵をつく、丸めるという作業を手伝つて頂き、さす

がの手つきとスピー ドで仕上げて下さいました。当日こ利用のグス ト様に|よ 3イ固、お持ち帰りして頂き志

した !お味|よいかがだったでしょうか ?お餅を食べたことによる生命力溢れるお姿を、20司 1年の通所で

お待ちしております !                              (通 所 :岩崎)

皆様、こんにち|よ 。寒気厳しきおりでこざしヽますがしヽかがお過ごしでしょうか。通所り八ビリテーション

で|よ、快適な環境の中でり八ビリ・各種レクリエーションの他に交流会やアクティビティ活動・調理会など

色々なプログラムを準備しております。今後も楽しいプログラムを盛り込んでいきたしヽと思いますので、

やつてみたしヽことなどがこざいましたら、通所スタッフまでお申し付け下さしヽ。

ゲス ト便り
i今

回|よ通所御利用の飯塚高則様に、通所利用についてお言葉
を頂戴致しました。通所利用前に比べると状態が回復している
と、こ家族含め喜んでしヽただいているようです。大変前向きな

言葉に、私達も身が引き締まる思いです。こ協力、ありがとう
.こざいました I              (通 所 :岩崎)

「飯塚さんの夢|よ何ですか ?」

「私の夢|よ、車で日本一周することです。」
以上 |よ通所利用以前に行つた、熊本り八ビリ病院の職員との

―やりとりです。側で聞いていた家族 |よ 「馬鹿な事を言う」と

笑つていました。それから9ヶ月通所に通しヽ、私|よ夢に少しす
つ向かいつつあります。としヽうの|よ、り八ビリで身体を動かす

事で、 トイレにも行けなかつた私が、それなりに身の回りの事

が出来る様になつたからです。家族の様な職員さんに囲まれ

て、歩く元気が出て、車椅子も軽々と運転出来る様になりまし

た。通所利用以前 |よ家族に笑われていた夢も、本気で叶うと思

うようになつています。そんな私を見て、家族も喜んでいま

す。早く夢が実現するように、職員の皆様、今後もよろしくお

願い致します。

クリスマス。忘年会
通所で|よ 12月 21日州と22日囚に少し早めのクリスマス・忘年会を

開催致しました。昼食時にビールを用意し、ゲスト様に乾杯の音頭を
とつて頂きました。午後から|よクリスマス会という事で、美男・美女
のサンタクロース・トナカイ (馬),天使が登場 !ク リスマスソング
を皆様と一緒に歌しヽ、踊りました。そのまま忘年会に移り、往年の名
曲を披露させて頂き該した Iそ して最後|よ恒例となりました、クリス
マスプレゼントの贈呈です。皆様雰囲気を味わい、楽しんで頂けたで
しようか?                   (通 所 :中原)

と
ヽ

珈琲外出ツアー
11月 30日閃・12月 1日囚 。12月 2日琳の 3日 間にかけて、久しぶりの外出企画を行いました。今回|よ

蔵人功]琲ヘカフエを楽しみに行きました。皆様メニューを見ながら自分の好きな物を注文され、楽しいひ

と時を過こされました。しヽつもと違う笑顔が拝見でき、私達にとつても有意義な時間となりました。外出

に参加されなかつたダスト様にも、栄養科よりおやつの時に「サンライズカフェ」を提供し、雰囲気を味

わつて頂きました。

今後もゲスト様に楽しんで頂ける様な外出企画を考えていきます。皆様、是非御参加下さい。

(通所 :小林)
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