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大久保弘子さん 金ヨンジョさん

 第一回で紹介した箱根温泉ですが、関東でもうひとつ

有名な温泉といえば草津温泉があります。私は小さいこ

ろに父の会社の保養所が草津にあったこともあり、毎年

のように通ってはスキーをした記憶がある場所です。 

 白根山という3000ｍを越える山のふもとに位置し、

江戸時代から親しまれている温泉で、温泉街の中心には

迎々しい湯畑が広がっていることでも有名です。 

 泉質は酸性・含硫黄・アルミニウム・硫酸塩・塩化物

温泉と呼ばれている酸性の温泉で硫黄や硫酸が含まれて

いるせいか触るとぬるぬるします。また、硫黄やアルミ

ニウムが含まれているので温泉成分が析出・沈殿したい

わゆる「湯の花」が見られることでも知られていますね。

酸性が強いらしく、1円玉を入れるとあっという間に溶

けてしまうというんですからびっくりです。 

 草津の湯は源泉が51度以上と非常に高温なので火傷

に注意しましょうね。 
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今回は、油についてお話します。油と聞くと「太りそ

う」「健康によくない」というイメージを抱く方が多いので

はないでしょうか。 

確かに油は過剰に摂りすぎると悪さをしますが、人間の

体には欠かせない物です。体内での油は脂質と呼ばれ、糖

質・タンパク質とともに三大栄養として体を作り、健康を守

る為にさまざまな役割を担っています。 

人間の生体内に存在する主な脂質には脂肪酸、、中性脂

肪、コレステロールなどがあります。 

○脂肪酸はエネルギーの材料 

○中性脂肪はエネルギーの材料となる脂肪酸を体内に貯

蔵するときの形 

○リン脂質は細胞膜の材料でその際脂肪酸が必要である 

○コレステロールは細胞膜の材料・ホルモンの材料の役

割を生体内で行います 

次回は脂質のほとんどを占める脂肪酸についてお話しま

す。 

 

 転倒予防体操 ～椅子を使ったおすすめの運動～ 

高齢者の転倒場所で一番多いのは「自宅・室内」で全体

の60％以上を占めているといわれます。60歳を超える

と自分では気づかないうちに体力が落ち、いつもできて

いたことが出来なくなったりします。また、高齢者には

骨粗鬆症も多く、ちょっとした転倒で骨折するケースも

少なくありません。 

転倒を予防するためには体の衰えを抑えることが大切で

す。 

そこで、椅子を使ったおすすめの運動をお伝えします。 

・椅子に座ったまま、踵とつま先の上げ下げ 

・椅子につかまって立ち、踵の上げ下げ 

・椅子につかまってスクワット 

・足指のグーパー運動 

椅子を使った運動は道具を用意する必要もなく、手軽に

取り組める転倒予防におすすめのトレーニングです。 

運動は毎日続けることが大切ですので、少しずつ無理の

ない範囲で行ってみましょう。 

  

 こんにちは、寒暖差が著しく、体調が崩れやすくなって

います。  

体力や抵抗力が弱っている人にとって、口の中の細菌は大

敵です。 高齢化がすすみ、 

介護や支援を必要とする人が増える昨今、介護の現場でも

口腔ケアの必要性が高まっています。 病気や障がいなどで、

自分でケアができない人への口腔ケアも大切です。 

 ６月半ばに入ると梅雨のシーズンが到来。「雨が多く

て憂鬱な季節」というイメージが強い方も多いのではな

いでしょうか。 

 体調を崩しやすかったり、だるさや疲れを感じやすく

なることも多く、１年の中でも不調を感じやすい時期で

もあります。それは低気圧や湿度の上昇などの気象条件

や、自律神経の乱れ、冷房による体の冷えによる血行不

良や慢性疲労と連鎖していきます。気分転換をしようと

お酒を飲んだり、甘い物を食べたりしますが、実は糖質

は疲労回復や神経機能を正常に保つビタミンＢ１を消費

してしまうため「余計に疲れを感じる」という負のスパ

イラルに陥ってしまうとご存じでしょうか？ 

 そんな時期におすすめするのが豚汁です。たくさんの

野菜を入れてビタミンＢ１の豊富な豚肉を入れ、ネギを

加えるのがミソ！！ネギに含まれている「アリシン」と

いう香気成分がビタミンＢ１と結びつき疲労回復に効果

的です。一度お試しあれ。 

 
 介護のお世話は、後回しにできないこともあり、毎日の

口腔ケアは手間に思えるかもしれません。でも、口腔ケア

によって失われた機能が少しでも回復したら、残っている

機能が維持できたらどうでしょう。お世話の手間が減りま

せんか。また、口内細菌が原因で病気にかかってしまった

ら、看病にかかりっきりになってしまうかもしれません。

その病気が、口腔ケアで予防できたとしたら…。口腔ケア

は、介護される人だけでなく、介護する人にもメリットを

もたらします。それぞれの状態にあった口腔ケアにトライ

してみましょう。  

 

 

     今月のスタッフ 
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 ゆとりあ歌謡祭にて男

装をしました。 

 歌謡祭が終わった後は

皆様とカラオケ大会をし

て楽しみました。 

 

・・・阿部です・・・ 

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 塚原学療法士 

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 早菜江先生 

在宅往診部 佐々良歯科衛生

菖蒲沼公園散歩 お好み焼き作り 

★歌謡祭★ 

心療内科 三瀬先生 

～  お知らせ  ～ 
  

  

 ＧＨゆとりあでは医療と介護の充実の為、この度夜勤専

従の正看護師さんを2名採用しました。今後も2～３名病棟

出身の正看護師さんを採用する予定ですので、夜間利用者様

の体調に変化が起きた場合などより一層迅速で安全な対応が

とれるようになります。 
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 沖縄では梅雨に入りました。雨続きが

あり、寒くなってして、体調を崩された

方々が多くいらっしゃったのではないで

しょうか？ムシムシ暑いですが… 

 ＧＨゆとりあでは先日、しょうぶ沼公

園までタクシーを利用し利用者様及びス

タッフでお花見に出かけました。暑さも

加わり、戻られた時は全員ぐったりされ

ていましたが、水分補給も充分に行われ

た後は元気を取り戻しました。。その後

参加された利用者様ですが、夜間はぐっ

すり眠れたようです。 お疲れ様でした。

次回は菖蒲が満開の頃に再度チャレンジ

してみましょう。 

 5月21日（月）は防災訓練、毎月１回

実施しております。（西側の階段からも

降りることが出来るよう補佐しておりま

す。無事に降りることが出来ました） 

追伸：ご家族の皆様へ 

 アンケート用紙ご送付させて頂きまし

たがまだご提出されていないご家族様に

つきましては、ＦＡＸ・ご郵送・手渡し

等でも結構です。６月１５日までにご提

出下さい。御協力の程お願い申し上げま

す。 

 引き続きご家族様の御支援・御協力お

願い申し上げます。 

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備えて防災訓練を実施

しております。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

衣替え 脳トレ
ペン習字

3 4 5 6 7 8 9
心療内科 脳トレ・計算 内科検診 口腔ケア

台布巾作り 親子丼・ポテトサラダ

作り

10 11 12 13 14 15 16
誕生会 心療内科 中国語レッスン 中国語レッスン 口腔ケア すいとんを食べよう 書道

「1～10まで挨拶」 「1～10まで挨拶」

17 18 19 20 21 22 23
心療内科 内科検診 口腔ケア
避難訓練 脳トレ 七夕飾り作成

ぬり絵
24 25 26 27 28 29 30

心療内科 脳トレ 口腔ケア ペン習字
漢字

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

6,June,2018

月 火 水 木 金 土 日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

納豆 ソーセージソテー アジのさんが焼き ベーコンポテト焼き ハムと野菜のソテー がんもの煮物 がんもの煮物

かぶの含め煮 ホットサラダ 梅しそ和え 胡麻和え きゅうりの和え物 海苔和え 白菜の和え物

しいたけ昆布 かんぴょうごぼう 昆布佃煮 桜大根 練り梅 白花豆 野沢菜昆布

青菜小エビおにぎり 御飯 お赤飯 御飯 カレーライス 御飯 御飯

お吸い物 味噌汁 お吸い物 味噌汁 福神漬 味噌汁 味噌汁

お弁当のおかず 牛焼肉メンチカツ マグロ三種盛り シルバーのさっぱり煮 スープ 和風ハンバーグ タラのにんにくソテー

菜の花サラダ ふきの含め煮 紅白さつまの煮物 ベーコンソテー グリーンサラダ イタリアンサラダ 里芋の洋風煮

フルーツ 海藻サラダ 千草焼き 冷奴 フルーツ 白菜としらすの煮もの きゅうりサラダ

おやつ 冷やし汁粉 チョコババロア 桜あんまん カステラドーナツ 吹雪まんじゅう おせんべい&チョコレート プリン

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 お吸い物

鶏肉のしぐれ煮 お焼き風玉子焼き 肉じゃが 鶏肉の味噌炒め サワラの幽庵焼き ブリの土佐漬 豚肉と野菜の煮込み

えび二ラもやし炒め 水菜の辛子和え 水菜の辛子和え かぼちゃの煮付け ぜんまい田舎煮 刻み昆布の煮付け 菜の花の和え物

海藻サラダ 豆腐真丈 桜えび炒め 春菊のお浸し いんげん和え物 かにシューマイ 金平ごぼう

カロリー 1441ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ 1440ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ 1499ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

Ｓさん
骨折された右肩の固定バンドが取れて通常の生活ができるよ
うになりました。右手を使ってご飯も召し上がれるように
なったのでとてもうれしそうです。

Ｋさん
職員の歌謡ショーを開催するのをとても楽しみにされていま
す。

Ａさん
しょうぶ沼公園にスタッフと散歩に行きとても楽しまれまし
た。

Ｋさん
入浴介助をすると「あったかいねえ」ととても喜ばれていま
す。

Mさん
食器洗いを職員の見守りですがご自分で洗ってくださいま
す。

Mさん
東綾瀬公園に職員と散歩に行き「風が気持ちいいねえ」と喜
んでいらっしゃいました。

Ｋさん
しょうぶ沼公園にスタッフと車椅子で散歩に行き楽しまれま
した。

Ｗさん レクを先頭に立って率先して盛り上げてくださいます。

Ｗさん
むせ込みがところどころで見られるので最近はとろみをつけ
て汁物は召し上がっています。

Ｋさん
毎日最低でも二回はお部屋にて洋服を着替えてらっしゃいま
す。

Ｎさん
フラダンスのボランティアが来られステージにて皆様と一緒
にフラダンスを踊りました。

Ｔさん
歌の会などをすると「ポンポンポン」と手拍子をしてくださ
います。

Yさん 菖蒲沼公園に皆様で散歩に行き景色を楽しまれました。

Ｈさん
スタッフとの将棋を毎日楽しまれてます。複数のスタッフと
対戦できるので楽しそうです。

Ｈさん
スタッフと薬局へ買い物に行きご自分のお好きなお菓子など
を買われました。

Ｋさん
毎日「よお」「こんにちは」と元気に挨拶してくださいま
す。

Ｔさん
朝食後など皆様に「お茶飲みますか？」など聞いてお茶を入
れてくださいます。

Ｋさん 利用者様のお茶碗をとても一生懸命洗ってくださいます。

今月の私


