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　みんなで介護を考える会では、事業所合同研修会を
２回開催しました。
　７月28日は中野記念病院・紺野雅人理事長に、認知
症周辺症状に対する薬物治療について、各事業所から
30名が参加。多様な症状に対して、それに合う薬があ
ること、効果や副作用、薬を使わずに支援者の連携によりその症
状が和らぐことが一番であるとの講演でした。

　９月18日には、日本医療大学・大堀具視先生のリモート研修を32名が受けました。
「動き出しは本人からの介護実践」の講義で、お客様の思いを察して見守ることの
大切さ、自立支援には先に手を出し過ぎず、尋ねて察して安心してもらい動いても
らうなど、お客様が身体で覚えている動きを引き出すことを学びました。

　本体特養では９月から大幅な改修工事が始まっています。現在のほほえみユニットは個室に転換、ひまわり
ユニットと統合して一つの13室のユニットになります。そのため施設全体の定員が72名から63名に減員します。
　この改修により２階は全室が個室化となりお客様の居住性が高まると共に、感染症対策としてゾーニングが
明確になります。また、２階の医務室・看護職員室は感染対策でユニットから離れて１階に移設します。二方
向から出入りする完全分離型の面会室を新設して、感染対策をとりながらの対面式面会が可能になります。
　スタッフの福利厚生では休憩室を充実してメリハリのある勤務ができます。完成は12月末の予定です。

　第25回目となる料理教室を開催しました。コロナ対策
として少人数での実施として６名が参加下さいました。
　献立は、手打ち抹茶うどん（かけ・サラダ）、茄子
のしぎ焼き、フルーツ寒天です。

　手打ちうどんは簡単に作れるように、生地を寝かせる時間が短くて済むレシピを考
えました。こんな、簡単なら家でも作ってみたいとのお声を頂きました。
　アンケートより、料理教室で作ってみたい料理は中華料理、具だくさん味噌汁、グ
ラタン、魚嫌いな人が食べられる簡単な魚料理との回答があり今後の料理教室に取
り入れていきたいと思います。ご参加ありがとうございました。

　法人設立40周年記念になごみの丘が整備さ
れました。あれから１２年
　旭町町内会の皆さんには、５月の
花植えから始まり９月まで朝早くから
毎月草取りのご協力を頂いています。
お陰様で毎年、道路際の花壇の花が一直線に
きれいに咲いています。職員もお手伝いに来て
頂く事で明るくなり感謝の思いです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

　気温30℃に迫る暑い一日でしたが、暑さに負け
ず屋外に櫓を組んで本格的な盆踊りを開催しまし
た。お客様も北海盆唄が流れると身体が動き出す
ようで、太鼓と「はぁ～どうした、どした♪」のお
囃子に合わせて踊り出しました！！

　今回は、日々の運動を続ける

ためのポイントについてお話ししたいと思います。

　運動を継続することは難しく、用事がある・面倒

など、ついつい休んでしまうこともあると思います。

継続のためのポイントとして

①達成可能な目標を作る

　例）週に３日程度、足踏み運動を

する（毎日朝晩に〇〇回スクワットを

するといった高い目標は大変）

②無理なく行える

　あと10回できそうな程度、軽く息が

弾む程度の運動を心掛ける（実施後

にぐったりするほどの運動はNG）

③いつでも行える

　身体だけあれば行えるものや、

テレビを見ながらの膝伸ばし・料

理しながらの背伸び（ながら運動）等

　これだけでは難しいかもしれませんが、動機付け

は大切だと思います。頑張ってみてください！

　職員に新そばを楽しんで
もらおうと毎年開催している
そば祭り。今年は初めて
『わんこそば大会』を開催しました。
　おもしろ選手宣誓に始まり12名が挑戦して男性優勝は
29杯！女性の優勝はなんと24杯と大健闘でした！
　参加者も応援の職員も久々のイベントに熱く盛り上が
り、その後は川邊施設長と村上マネージャーが精魂込
めて手打ちしてくれた美味しいおそばを堪能させて頂き
ました！
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　９月下旬から10月上旬にかけて、デイサービス、もみじの家、ショート
ステイのお客様で釣り堀へ出かけました。参加された方は61名とたくさん
の方が参加してくれました。

　今年も、１人１人釣り竿を持って、誰が一番大物を釣るか、
競い合いながら釣りを楽しみました。その後は、釣った魚の
唐揚げや野菜の天ぷらを堪能しました。
　「出かけられないから気晴らしになって、楽しかった」と喜
んでいただけたようです。
　11月は鍋行事、12月はクリスマスなど、行事が盛り沢山で
す。これからも皆さんに楽しんでいただけるように企画してい
きたいと思います。

　大相撲クイズを「かざぐるま」でも行っています。白星か黒星かと毎場所、盛り上がっています。表彰
式後は皆さんでノンアルコールの飲み物で乾杯。優勝者が16連勝中で参加者は優勝しようと頑張っていま
す。普段、食事を残される方や水分が進まない方もお菓子やジュースで水分補給を行なっています。
　また肉の会ではお客様が野菜切りや盛り付けなどお手伝いしてくれて、食欲が増して美味しいジンギスカ
ンをもりもり食べられています。

　脳の健康教室えがお塾は参加者の皆さん元気に毎週通っ
て下さって、学習も体操も積極的に取り組まれています。
　これから寒くなって空気が乾燥しますが毎回行っている
「あいうべ体操」は唾液の分泌アップで風邪予防ができます
よ。清水作業療法士から自宅でできる簡単な運動も紹介し
ているので家でも実践して気軽に運動不足を解消して下さい
ね！11月８日にはかざぐるま教室が開講します！

　施設間交流会をリモートで開催しました。参加
者はひらおか梅花実デイサービスセンター、特別養
護老人ホームシンフォニー、グループホーム雅の郷
の３施設10名、学習療法センターより2名、慈恵園
職員８名の合計20名での開催となりました。３施
設から事例発表、グループ討議を行いました。学
習療法を通してお客様が元気になり、年数を重ね
ても出来ることを維持されていることを共有できま
した。また、学習療法を実施されている方のご家
族にどのように状況をお伝えするか、その方法につ
いても話し合う機会となりました。

◎くらし係マネージャー　佐藤勝利
　かざぐるまにて道内初導入のエコナビスタ株式会
社のセンサーを活用した見守り支援システム（介護
ロボット）のライフリズムナビDrの活用事例を発表
させて頂きました。
　発表内容として
は、対象のお客様
へのケア取り組み前
後の睡眠の変化や
看護師目線での活
用法、紙パンツか
ら布パンツに変更への取り組み等を発表。
　当日はエコナビスタ株式会社様が撮影に、またラ
イフリズムナビDr設置やサポート担当の株式会社サ
ンコー情報システム様も発表を聞きに来られていまし
た。緊張してしまったのか終わって振り返ってみると
悔しい思いもありました。来年１月の全国大会に推
薦して頂ける事となりましたので、良い結果が出せ
る様にしっかり準備して臨みたいと思います。

毎年、災害時を想定した
炊き出しステーションを使
い備蓄品の調理方法を学
び、厨房にある食材での
食事作りを学ぶために実
施しています。
テント、炊き出しステーションの組み立て、味噌汁缶
を使用した味噌汁、お粥の調理に分かれ行います。
味噌汁は出汁の出る食材を使い、食べやすい大きさに
切って具だくさんにし、お粥は梅干しと塩を混ぜ込む
ことで食べやすく、おかずが少なくても満足感を得ら
れるような工夫がされているのだと感じました。緊急
時にスムーズな対応を行うために大事な訓練として取り
組んでいます。

　サービス付き高齢者向け住宅「さくらハイツ」に入居されている方 と々の
茶話会を本体会議室で行いました。８名の出席で１時間の予定が２時間に
なりました。様々なご意見があり夜間対応などについてのお話しやお食事
の話でした。食事の残菜が日によって多い時があるので確認してほしい。
原因は、味付けや食材、調理の方法等にあると思うが勿体ないと思うとお
話されていました。ご希望ではお肉の料理で美味しい豚肉が食べたい。調
味料（ケチャップ・ウスターソースなど）を出してほしい。１か月に１回は「話
を聞く会」をしてほしいなどがありました。
　さくらハイツを開設して５年目になります。色々なご意見有難うございま
した。ご意見を参考に改善できることを実施していきます。

　製作中だった小冊子『自立
支援介護～一人ひとりの人生
を尊重した豊かな暮らしのた
めに～』が完成しました！！
　慈恵園の自立支援介護７つ
の柱の取り組みを多くの方に
知ってもらいたいと考え製作し
ました。無料で配布いたしま
すので慈恵園ＨＰからお申込
み下さい。
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　法人設立40周年記念になごみの丘が整備さ
れました。あれから１２年
　旭町町内会の皆さんには、５月の
花植えから始まり９月まで朝早くから
毎月草取りのご協力を頂いています。
お陰様で毎年、道路際の花壇の花が一直線に
きれいに咲いています。職員もお手伝いに来て
頂く事で明るくなり感謝の思いです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

　気温30℃に迫る暑い一日でしたが、暑さに負け
ず屋外に櫓を組んで本格的な盆踊りを開催しまし
た。お客様も北海盆唄が流れると身体が動き出す
ようで、太鼓と「はぁ～どうした、どした♪」のお
囃子に合わせて踊り出しました！！

　今回は、日々の運動を続ける

ためのポイントについてお話ししたいと思います。

　運動を継続することは難しく、用事がある・面倒

など、ついつい休んでしまうこともあると思います。

継続のためのポイントとして

①達成可能な目標を作る

　例）週に３日程度、足踏み運動を

する（毎日朝晩に〇〇回スクワットを

するといった高い目標は大変）

②無理なく行える

　あと10回できそうな程度、軽く息が

弾む程度の運動を心掛ける（実施後

にぐったりするほどの運動はNG）

③いつでも行える

　身体だけあれば行えるものや、

テレビを見ながらの膝伸ばし・料

理しながらの背伸び（ながら運動）等

　これだけでは難しいかもしれませんが、動機付け

は大切だと思います。頑張ってみてください！

　職員に新そばを楽しんで
もらおうと毎年開催している
そば祭り。今年は初めて
『わんこそば大会』を開催しました。
　おもしろ選手宣誓に始まり12名が挑戦して男性優勝は
29杯！女性の優勝はなんと24杯と大健闘でした！
　参加者も応援の職員も久々のイベントに熱く盛り上が
り、その後は川邊施設長と村上マネージャーが精魂込
めて手打ちしてくれた美味しいおそばを堪能させて頂き
ました！
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