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お問い合わせ
ご連絡電話番号096-232-5656 サンライズヒル介護老人

保健施設

入所、カルチャー、ボランティア

担当　支援相談員　岩崎 まで

「個人情報保護について」サンライズヒルでは、ご利用者様・その他の関係者様に関しての個人情報に関連する法令の遵守に取り組んでいます。

社会医療法人社団熊本丸田会
　熊本整形外科病院
　熊本リハビリテーション病院
　南郷谷整形外科医院
　介護老人保健施設サンライズヒル
　訪問看護ステーションひまわり
　指定居宅介護支援事業所サンライズヒル
　菊池地域リハビテーション広域支援センター
　通所リハビリテーション熊リハ病院

　早いもので新年度がスタートして２ヶ月が過ぎようとしています。寒かった時期には鹿の親
子６頭が施設の裏の林から木の実を食べに来ていましたが、最近は見なくなり、今年も会える
日を楽しみに過ごして行きたいと思います。
　この一年皆様お元気でお過ごしください。� （看護介護部：西村　香織）

　河添　ハル子様
　今回ご紹介させていただくゲストの方は、河添ハル子様です。
昭和５年３月28日生まれの現在87歳でいらっしゃいます。益城
町のご出身で、以前はご主人様と一緒に20年程スイカ作りを頑
張ってこられましたが、ご主人様の病気を機に引退され、現在は
息子様夫婦が後を引継がれていらっしゃいます。今回の地震で自
宅は全壊、悲しいことも重なり、大変な思いで避難所生活を続け
ていらっしゃいました。
　通所にくることが一番の楽しみと言われる程、何に対しても前
向きで、活動、体操等積極的に参加され、最近ではリハビリで
「きくちのまんま」まで往復歩いてこられる位バイタリティーあ
ふれる方です。
　今後も、元気に過していただき、素敵な作品もたくさん作れる
様職員一同サポートしていきたいと思います。� （通所：山本）

通所リハビリテーション

担当　相談員　髙尾 まで
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「今年の桜」
　皆様いかがお過ごしでしょうか？今年の桜は、東京で一番に開花宣言され、過去の集計では、高知
県が一番多く、他には福岡県や鹿児島県、宮崎県など九州が多いものの、意外にも鹿児島県が入って
いません。また、2007、8年は東京が開花宣言をしたことがあります。暖かい地域の方が早く咲くイ
メージを持っていた自分としては驚きました。意外にも鹿児島県なんかは遅咲きなのですね。
　桜が咲く目安として、気温が２月１日から累計で600度を超えると咲き始めると言われているみた
いです。
　東北等では開花時期は５月頃なので、九州では、既に花が散り青々とした葉が芽吹き始める時期に
なっています。地域によって違った景色が見られるのも、東西に長い日本の地形特有の事だと思いま
す。� （看護介護部：藤川）

外出レク
サンリージャスコ菊陽店
　3月15日（水）に外出企画で菊陽町にあるサンリージャスコ菊陽店
へ買い物に行きました。当日は少し風邪が冷たかったのですが、天気
は良好で春らしい雰囲気を感じる事が出来ました。出発する前は「買
うものは決めていない。」「買うものはあるかな。」と話されていた

方もいらっしゃいましたが、いざお店
に着くと広い店内をそれぞれ見て周り
お好きな物を買い物カゴへ入れられて
いました。買い物終了後は店内のフー
ドコートで皆さん一緒に買ったものを食べたり、珈琲を飲んで過ごしま
した。「あたはなんば買ったな？」と互いに買った品物を見せ合った
りして会話が弾み楽しそうにされていました。帰設後「行ってよかっ
た。」と感想を頂いた時は大変嬉しかったです。今後も機会があれば外
出企画を実施していきますので、皆さん参加宜しくお願いします。
� （看護介護部：藤崎映理加）

　「99歳の誕生日だもんね。おいしいとばいっぱい食べたよ。」
　２月に99歳のお誕生日を迎えた舟津スエノ様。
　お祝いに娘様たちと３名で、熊本リハビリテーション病院
内にあるカフェでお食事をされました。
何日も前からお食事へ行くことを楽しみにされていて、当日
も娘様からお花を貰いとても嬉しそうにされていました。
　「次は100歳の誕生日祝いだもんね」笑顔で言われる舟津様。
これからもお元気で楽しい毎日をお過ごし下さい。おめでと
うございます。� （看護介護部：西村）

お誕生日おめでとう
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チョコバナナ作り
　２月15日（水）利用者様と職員も一緒に、チョ
コバナナ作りをしました。利用者様には、板チョ
コを割る作業と、溶かしたチョコにバナナを浸け
る作業をして頂きました。作業の途中から「あー
まだ食べたらいかんと」「よか匂いがするね」「昔
は、私も男の人にやったことがあるよ」などの声
が聞かれ、満面の笑みも見られました。皆様楽し
く参加されていました。また、来年もチョコ作り
が出来ればいいなと思っています。（看護介護部：
田上）

この走りを　あなたに。
リハビリテーション科　吉本　和希

　以前から参加したかった熊本城マラソン！

　熊本地震によって熊本城マラソンの開催が危ぶまれていましたが、2017 年２月 19 日に無事参加する

ことができました。出場を決めたのは 10 月末でした。大会まで残り４か月。ここ数年走るどころか運

動すら本当にしなかった私。フルマラソン（42.195 ㎞）に挑戦しようなんて無謀としか言いようがあ

りませんでした。マラソンに参加しようと思ったきっかけは、例年熊本城マラソンに参加されていた

先輩方からの誘いと熊本地震でした。私は益城町に住んでおり、被災しました。今回の熊本城マラソ

ンが「少しでも被災された方を元気づけたいという思い」で参加しました。

　当日は、楽しみと不安との葛藤で迎えました。今回のフルマラソンは初めての参加で、とても緊張

していました。朝はとても寒かったのですが、天気にも恵まれ、とても気持ちの良い一日でスタート

をきりました。最初は、自分のペースで順調に進んでいましたが、20 ㎞を超えた辺りの熊本港に向か

う直進の道は長くつらい道のりとなりました。30 ㎞辺りで左足を痛め、何度も立ち止まりたかったの

ですが、なんとしてでも完走したい思いが強かったので自分との戦いでした。しかし、ボランティア

の方々の声掛けや、沿道の方々の声援のおかげで頑張ることができました。私のタイムは決して誇れ

るものではありませんでしたが、楽しく完走できたことが嬉しく、一生の思い出となりました。また、

熊本城マラソンを完走することにより、被災したことを乗り越えることができると強く思いました。

　今回の熊本城マラソンに参加して、マラソン（走ること）とは人生すべてに通じるのではないかと

思いました。リハビリも似たようなもので、目標や目的を持ち、一歩一歩前進し、元の日常生活に戻っ

ていくのではないかと思います。被災された方も希望を持ち、無理をせず、毎日を少しずつがんばっ

て暮していただきたいです。
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まごころレシピ

　スーパーなどで店頭に並んでいる「ひじき煮」
を使って、手軽に一品作れます！
　今回は、春キャベツと卵を使って作りました。
是非、お試しください！

作

り

方

①卵を割り、調味料を入れて溶きほぐす。
②フライパンに油を熱して、キャベツを炒め、卵を入れる。
③卵が半熟になったところでひじき煮を入れる。
④全体をよく混ぜて火からおろす。
⑤器に盛り付ける。
栄養量（1人分）213kcal タンパク質 9ｇ　塩分 0.97ｇ

市販の惣菜を利用して簡単一品！
『ひじきと春キャベツの卵とじ』

新
職員紹介
人

名     前
①誕��生��日
②趣　　味
③座右の銘

橋元　慶恵
①平成元年2月4日
②サイクリング
③日進月歩

看護介護部
上田　千代美
①ねずみ年
②読書
③初心忘れるべからず

看護介護部
鍬田　亜希
②旅行
③先手必勝

栄養科
佐藤　さわ子
②ショッピング、温泉
③七転び八起き

栄養科

リレーマラソン
　３月19日日曜日に熊本カントリーパークにて合志リレー
マラソンがありました。前日は雨で天気が心配されました
が、当日は晴れてマラソン日和でした。サンライズヒルの
職員15名で、リレーを繋ぎました。走るコースがとてもき
つく、練習で走っている２kmより長く感じました。他部署
の方とマラソン以外にも、コミュニケーションがとれ、楽
しかったです。� （看護介護部：井島）

＜材料＞2人分
・�市販のひじき煮� 60ｇ
・卵………………2個
・キャベツ………2枚
・油…………小さじ2

＜調味料＞
砂糖………… 小さじ2
塩……………… 少々
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カラオケ大会

ひなまつり

フラワーアレンジメント

　平成29年3月22日（水）に、通所と入所のご
利用者様による、通所・入所対抗のカラオケ大
会が1階食堂にて開催されました。
　ご利用者様は、日頃から、歌い慣れているせ
いか、とても上手に歌われてました。結果は、
通所の皆様の勝利となりました。
　ご利用者の皆様は、とても、楽しかったと話
されておりました。
　また、来年度も、開催をしたいと考え
ております。� （看護介護部：加藤）

　平成29年３月３日（金）サンライズヒルロビーに今年も
雛人形が飾られました。雛人形の前で笑顔で写真を撮ら
れた利用者様もいらっしゃってひな祭りの気分を満喫さ
れていました。
　また行事食としてちらし寿司が提供され、おいしくい
ただいてもらいました。� （看護介護部：浅野）

　フラワーアレンジメントとは花と花器、その
他の素材を整理しながら組み合わせるという意
味があります。サンライズヒルでは月に4回、講
師にピースジャム（熊本市子飼）の前田先生を
お招きし、フラワーアレンジメントを行ってい
ます。季節の行事などにあわせ、綺麗な花々を
毎回違った花器に思い思いに生けていきます。3
月は「贈り物」にみたてた花器に季節の花を生
けました。参加料は１回500円です。興味のあ
る方は是非ご参加お待ちしております。

（社会福祉室：池田）



7 笑顔と感動あふれるコミュニティ　サンライズヒル

餅つき会

新しい体操始まりましたぁ～！

節分・豆まき

通所にサンタがやってきた!!

　2016（平成28）年12月28日（水）、サ
ンライズヒルで「餅つき会」が行われました。
年越しのなかで餅つきは、やっぱり臼と杵です
よね。重たい杵は、腰を入れないと直に疲れて
しまいます。みんなで「よいしょ」と掛け声
を合わせて力いっぱい餅つきをおこないつきあ
がったお餅を自分達で丸め、雑煮・きな粉餅・
砂糖醤油.・油餅・あんこ餅を手作りの口に運
び食べたいのを我慢しながら鏡餅を作りまし
た。楽しい時間を過しました。�（通リハ：堤）

　通所リハビリでは、午前中に転倒予防目的の全身
体操、午後からは音楽を使った体操を行っていま
す。午後からの体操は、「東京のバスガール」そし
て、２月から新しく「高原列車は行く」を始めまし
た「東京のバスガール」は、手を伸ばしたり曲げた
りして、主に上半身の体操です。「高原列車は行
く」は、手も足も両方動かす全身の体操です。体操
の効果は、物を取り易くなったり、洋服が着易く
なったり、日常生活動作の向上です。そして、最後
には、「ヘイ！」のかけ声と共に、手を斜めに振り
上げます。最初バラバラだった手も少しずつ揃いだ
しました。昔の歌謡曲を使っての体操とあって、皆
さん歌いながら楽しく体操されています。男性も女
性も「発車～オーライ！」自然と手が上がります。
「高原列車はランランランランラン」声も出ます　
（＾＊＾）/
　まずはご参加を!!� （通所：奥村）

　今年もサンライズヒル通所リハでは、２月３日節分の日に豆
まきを行いました。今年は全身真っ青な姿のちょっと？太めの
鬼がやってきました。利用者様のテーブルを回って脅かしてく
る鬼に向かって、みんなで豆を投げて何とか追い払うことがで
きました。ちなみに鬼役をしたのは…通所職員の草場でした。
日頃のリハビリの成果を存分に発揮して、利用者様が豆を拾っ
ては鬼の大きなお腹向かって力強く投げる姿がとても印象的
でした（笑）。こうして今年も無事に一年の無病息災を願い豆
まきを終えることができました。来年はもうちょっとナイスバ
ディな鬼が来てくれるといいですね！� （通所リハ：草場）

　毎年も通所リハではクリマスマの期間にカスタードケーキ
のクリスマスプレゼントを贈ります。今までは職員がサン
タクロースとトナカイに扮してプレゼントを配っていました
が、なんと昨年は職員ではなく通所の利用者様にサンタク
ロースになってもらいプレゼントを配っていただきました。
　そのサンタクロースとは“冨樫研二サンタ”と“森本高雄サ
ンタ”です。普段見られないお二人の姿に他の利用者様も笑
顔になり、喜んでプレゼントを受け取られていました。サン
タクロース役のお二人もサンタになりきって満面の笑みでそ
の役を楽しまれていました。（＾∀＾）お二人との紅白の衣
装や白い髭がとってもお似合いで、今年はどんなサンタク
ロースが見られるか、また楽しみになるようなクリスマスと
なりました。
　冨樫様、森本様ご協力ありがとうございました。

（通所リハ：吉崎）
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通所リハビリテーション通信
チャレンジ企画
　今年度より外出企画を復活させ、年明けからは『チャレン

ジ企画』と題し、現地でなにか一つ課題をクリアすること

で、目標を持ち外出に参加して頂けるよう企画案内を行って

きました。『チャレンジ企画』第一回目は１月の初詣で弓削

神社に行き絵馬を書かれました。寒い中かじかむ手で願いを

込めて書き、絵馬を結ばれました。その後、参拝と神社に奉

られているシンボルに触れたり、またがったりされ今年一年

の健康等を祈願されていました。参加されたご利用者様から

は笑顔と前向きな声が見られ、一番寒い時期の外出でした

が、とても良い時間になったと思っております。

　今年度は2ヶ月に一回の計６回の外出を計画しておりま

す。一度も参加したことの無い方も是非ご家族様からの促し

を行っていただき、今後も多くの利用者の方のご参加をお待

ちしております。� （通所リハビリ：堀部）

5月

9・8月


