
　デイサービスを利用されているSさんは、98歳！いくつ
になっても『笑い』を忘れません。
　ズバリ‼長生きの秘訣は笑うこと‼【イヤ、笑わせる事
かな？(^-^)】
　今日も、職員をかまって『笑い』を起こしています。

秘訣は　　　　 こと『笑う』
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安全・安心・ゆとり
　川俣ホームは、利用者の主体性と
自主性を尊重し、人間としての尊厳
に根ざした介護を進めます。
　川俣ホームは、家族・地域社会と
の連携を密にし、あたたかい家庭的
環境を築きます。
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　万国旗が飾られた途端に、ご利用者も職員も本気‼
　今年も楽しみにしていた運動会が始まりました。準備体操で体をほぐしたら競技
スタートです。借り物競争や物送り競争など、ご利用者も職員も一緒になって楽し
みました。いや、どちらかと言ったら、職員の方が本気出だったかも。筋肉痛は
いつ来るかな（笑）
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　みなさんは、ご家庭で『ちまき作り』されましたか？
　「笹の葉」と「い草」を準備するのは案外大変ですし、そ
もそも、作り方がわからない方も多いのではないでしょうか？
ですが、川俣ホームは違います！「笹の葉」も「い草」も準
備万端。職員とご利用者がお互いに教え合いながら、ちまき
作りを行いました。もちろん、作った「ちまき」はご利用者全
員でおいしく食べました。　ごちそうさまでした。

　ある日の午後、職員と
２人で近くのコンビニま
で買い物へ出掛けました。
イートインスペースで
コーヒーを飲みながら、

自分で選んだスイーツを楽しみます。一緒に出
掛けた男性職員に「半分食べる？」と手渡すＭ
さん。優しい気持ちも半分わけてもらった感じが

しました。短い時
間でしたが、のん
びりした雰囲気の
中で歩く２人の後ろ
姿が、とても素敵
に見えた午後の風
景でした。

です
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　デイサービスの皆さんにはいつもお世話に
なっております。職員の方からの声かけや、
お風呂、他の利用者さんとお話をする事が毎
回楽しみの様です。家族としても、デイサー
ビス利用日は家に一人になることがないので安心できま
す。本人も気分転換になっていますので、今後ともよろ
しくお願い致します。

ご利用者＆ご家族の声
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　梅雨入りの便りを聞いてすぐ、第１５回目
の運動会を開催しました。デイサービスの
運動会なんて…と思われるかもしれません
が。とんでもない‼「まだまだ走れますよ」
とばかりに、スタートラインに立つご利用者。
次の瞬間『ヨ～イドン‼』の掛け声で一斉
にパンに向かって走り出しました。
　競技に参加した皆さんは翌日、足が痛く
　　　　　　　　　　　なったとか、なら
　　　　　　　　　　　なかったとか（笑）

　毎年、趣向を
凝らして作って
いるご利用者への誕生日プレゼン
ト！今年は、バースデーケーキと一
緒に記念撮影です。《このケーキ、
実はフェルト製で職員の手作り。
夜なべして作りました（笑）》普段

の様子の写真と一緒にフォトフレームを作成し、お渡ししていま
す。何歳になっても、プレゼントってうれしい
　　　　　　　　　ものですよね♡

　川俣ホームには４組の夫婦が一緒に働いています。
そのうち、なんと３組が職場結婚なんです。
　 有名アイドルＡ◯Ｂ48は
　　恋愛禁止で有名ですが、
　　　 川俣ホームは、恋も
　　　　　仕事も充実して
　　　　　　　　ますよ！

　「花を見て怒る人はいない」以前、あるご利用者が話していた
言葉です。だからという訳ではありませんが、デイサービスでは
一年中テーブルにお花を飾ります。真冬の花が咲いていない季節
にも、お花屋さんから買って飾っ
ています。毎朝、テーブルすべ
ての花の水替えは大変ですが、
ご利用者に少しでも華やかな気

持ちになって頂け
るよう、今日もお
花を飾ります。
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佐　藤　タツ子様
　最初はドキドキしていたけど、
職員も他の利用者もみんないい人
達ばかりで、ここに来る事が楽し
みです。食事も美味しいし、ホン
トにここに来れて良かったと思う。
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　夏にひく風邪だから、『夏風邪』と簡単に思っ
ている方も多いかもしれませんが、『夏風邪』の
原因となるウイルスは、冬に多いウイルスのタイ
プとは全く異なり、症状にも大きな違いがありま
す。それを知らずに、冬の風邪と同じ対処をして
いると、症状が悪化したり、別の病気を引き起こ
す事もあるので注意が必要です。
　では、『夏風邪』の原因となるウイルスには、
どのような特徴があるのでしょうか？一般に風邪
のウイルスは、低温で乾燥した環境を好みますが、
一部のウイルスは高温多湿の環境を好み、夏に活
動的になる物があるのです。その代表が「エンテ
ロウイルス」や「アデノウイルス」です。エンテ
ロ（腸）アデノ（のど）という名称が示すように、
発熱に加えて腹痛や下痢、のどの痛みなどが特徴
的な症状です。「夏風邪はお腹にくる」と言われ
るのはこの為なのですね。
　特に、下痢はウイルスを排出する為の症状でも
あるので、安易に下痢止め等を服用して便秘にな
ると、症状が長引くことになりかねません。腹痛
や下痢が続くときには、『夏風邪』だからと
油断せず早めに受診をしましょう。

介護職・看護職　　 　若干名
【勤務形態】●8時間勤務（当施設勤務表による交代制）
　　　　　 ●パート勤務（勤務時間は相談に応じます）
【勤務場所】●特別養護老人ホーム川俣ホーム
　　　　　 ●川俣ホームデイサービスセンター
○川俣ホームに通勤可能な方
○給与・待遇については、信達福祉会の給与・就業規程によります。
電話連絡の上、履歴書をご持参ください。担当：高橋
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『夏風邪』は夏にひく風邪のこと!?

　川俣ホームが開所して、今年で15年になりまし
た。という事は、私も川俣町に通勤を始めて15年
が過ぎたという事になります。通勤時間は、約30
分。最初はとても長く感じたこの時間。でも今は
『気持ちの切り替え』や、『考えごと』をするのに

丁度良い時間となっています。今回の広報の内容も実はこの時
間にほぼ考えました。
　さて、今回の広報はいかがでしたでしょうか？ご利用者の様
子や職員の気持ちが分かる広報を目指して作成しています。川
俣ホームの日々の様子を、見ても読んでも楽しく理解して頂け
ればうれしく思います。

管理栄養士に聞きました管理栄養士に聞きました管理栄養士に聞きました管理栄養士に聞きましたきました

　ハムやソーセージなどの加工食品には、塩
分がたっぷり入っている事をご存知ですか？
　例えば市販の薄切りロースハム２枚分（30g）の塩分量は約１g。
ソーセージは、１本あたり0.6g程度の塩分量です。高血圧学会
が推奨する１日の塩分量は６gですから、加工食品を食べる事
は、減塩している方には全くおすすめできません。
　でも料理を作るのに手軽な加工食品は、できれば使いたいの
が主婦の本音ではないでしょうか。そこで紹介する裏技は、加
工食品の塩分を最大で70%も減らす事ができる方法です。
【ハムの塩を抜く方法】
１．ハムを細切りにする。
２．鍋にたっぷり水を入れ、沸騰させる。
３．ハムを鍋に入れ、火を止めて１分待つ。
４．ハムを取り出し、水に浸して１分後、取り出して完成!!
　この方法で、ハムの塩分量を70％程度もカットできます。減
塩はできますが、旨味はほとんど無くならないのが特徴ですね。
最後に水に浸すのは、熱湯でふやけたハムを引き締める為です。
　竹輪やかまぼこ、はんぺんも同様に茹でこぼす事で塩分を
カットできます。ぜひ、お試しください。

減塩の裏技!?

　川俣ホームでは、『ショートステイ』も行っています。
　『ショートステイ』とは、要介護者に短期間（数日
間から30日まで）施設（川俣ホーム）に入所して頂き、
ご家族に代わって介護を行うサービスです。介護さ
れているご家族の病気や冠婚葬祭だけでなく、旅行
や気分転換などの理由でも利用す
る事ができます。
　介護をがんばっている自分への
ご褒美に、ぜひ『ショートステイ』
を利用されてはいかがですか？

「ショートステイ」って
ご存知ですか？
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　川俣ホームでは年に２回、介護士や看護師だけでなく、事
務所職員も参加しての全体研修会を開催しています。今回は、
『嚥下』（食べ物を飲み下す事）について勉強しました。実際に、
飲み込みが難しい方に使用しているトロミ材を使って職員同士
が介助し合います。
　ご利用者の気持ちになって体験する事で、とても有意義な研
修会となりました。
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