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★10月のゆとりあ★ 

 

「みぞおちのあたりから胸の下の方にかけて熱くなるような

不快感」「胸がヒリヒリとしみる」「胸のあたりが重苦しい」

「胸がなんとも嫌な感じ」などの症状はありませんか？これらは

「胸やけ」を表現する言葉の例です。 

さらに「胸やけ」が続くと、食事や睡眠などの日常生活にも

支障をきたします。 

これらの症状は、胃の中の胃液、特にその中に含まれる胃酸

が食道に逆流することが原因のひとつと考えられ、「酸逆流症

状」と呼ばれています。 

「酸逆流症状」のチェックリスト 

○胸のあたりが熱い、あるいはヒリヒリとしみる感じがする 

○すっぱいものがこみ上げることがよくある 

○ものを飲み込むとき、つかえる感じがある 

○食べ過ぎたときや油っこい食事をしたときに不快感を感じ

る 

○食後にお腹が張ったり、胃がムカムカすることがある 

○最近胃の調子が悪く食欲がない 

○何週間も、喉がイガイガ感があったり咳が続いている 

○睡眠中に急に咳が出て目覚めてしまうことがよくある 

○声がかすれるようになる 

○耳のあたりが痛む 

上の項目がどれかひとつある時「胃食道逆流症」の疑い有り、

医師の診察をお勧めします。 

次回からは原因・検査・治療などをお話しします。 

 

  

 
 

 

 

11月に入り、秋も深まりすっかり寒くなりました。気温が下

がってくるにつれ、外に出るのが面倒になりますね。しかし、実

は家に閉じこもってしまうと体が弱ってしまう可能性があるんで

す。 

ある研究では、生活空間の広がりと運動機能が関係しているとい

う研究結果もでています。 

つまり、より遠くへ、より多く外出している生活空間が広い方は、

体も弱ることなく丈夫であると考えられています。 

さあ、みなさん、防寒対策をしっかりして、 

元気に表へ出かけましょう！！！ 

  

  
 

 朝晩とても冷えるようになりましたが、皆さん風邪など引か

れていないでしょうか。これから冬にかけて空気がとても乾

燥する季節です。健康な方もお口の中や喉が乾燥しやすく、

体調を崩しやすいですが、特に高齢者の方、全身疾患をお持

ちの方は乾燥によりお口の中の状態が悪化しやすく、体調も

崩しやすいです。乾燥を防ぐためには室内の湿度調整を行っ

たり、就寝中のマスク使用などがありますが、お口の中をき

れいに保っておくことがとても重要です。お口の中をしっか

り清掃することで唾液の流れもよくなり、お口の中が潤いま

す。 
 
 

 
 

  

 

 乾燥が気になる季節になってきました。スキンケアを欠かして

いないのになかなか乾燥肌が改善されないなど、これから迎える

冬に対して不安を抱いてる方も多いのではないでしょうか？なか

なかケアされない感想肌には外側からのアプローチだけでなく内

側からのアプローチが必要です。今回は乾燥肌に関する知識につ

いてお話します。 

肌質は混合肌、脂性肌、乾燥肌に分類されます。洗顔後、肌が

突っ張ったり小じわが目立ったり頬や口周りがかさつきやすい等

の症状は、乾燥肌である可能性が高いと言えます。 

 主な原因としては加齢による水分と皮脂の減少ですが、他にも

熱いシャワーや保湿力が足りない化粧品の使用・生活習慣の乱れ

や栄養の偏り・紫外線なども挙げられます。身体や頭皮が乾燥し

てしまう原因も同様です。お肌の乾燥ケアにはまず、正しい食生

活と適切なスキンケアを行うことが必要です。 

 次回は乾燥肌をケアするための食生活についてご紹介したいと

思います。 

 
  昼寝が気持ちよさそうな秋の昼下がりにこの原稿を書いてい

ます。特に書くことも思いつかなかったので、11月の祝日に

ついて勉強してみたいと思います。 

①文化の日（11月3日） 

国民の祝日に関する法律（以下、祝日法とする）によれば、

「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としている。

11月3日は昭和23年（1948年）に日本国憲法が公布された

日に該当し、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、

文化の日と定められた。 

②勤労感謝の日（11月23日） 

祝日法によれば、「勤労をたっとび、生産を祝い、国民互いに

ば、感謝し合う」ことを趣旨としている。農家国家である日本

は、古くから神々に五穀の収穫を祝う風習があった。また、そ

の年の収穫物は国家としてもそれからの一年を養う大切な蓄え

となることから、収穫物に感謝する大事な行為として飛鳥時代

に新嘗祭の日がGHQの占領政策によって天皇行為・国事行為

から切り離される形で改められたものが「勤労感謝の日」であ

る。 

 文化の日が日本国憲法の交付日であったり、勤労感謝の日に

GHQの横槍が入っていたりと、意外と勉強となりました。イ

ンフルエンザが流行する季節です。皆様お身体にご自愛くださ

い。 
 

   

 
   

 季節の変わり目で体調が崩されている方が多いですね。 

歯にもいろいろ影響が出てきやすい時期でもあり、体調を

崩されると歯痛が起きたり、歯茎が腫れたりすることがあ

ります。お口の中を清潔に保つことも体調管理につながり

ますので、食後はしっかりと歯磨きを行い、口腔内をきれ

いに保てるよう心がけましょう。 
 

   

 
  

 

     今月のスタッフ 

 常勤ケアマネージャー

として働いてそろそろ一

年半となります。 

 利用者様だけでなく家

族とも連携をしっかりは

かって支援をして参りま

す。 

 

 ・・・横尾です・・・ 

 

～  お知らせ  ～ 
・11/11(土)13:00～に職員による歌謡ショー

を開催いたしますのでご都合の合うご家族様

はぜひ足をお運びください。 

・11/20（月）～11/25（土）の期間中、グ

ループホームゆとりあの文化祭として2階・3

階の廊下に利用者様の創作物を一斉に展示致

します。文化祭に向けて利用者様全員が協力

して色んな作品を制作しました。ぜひ足をお

運びください。お待ちしております。 

内科 大楽先生 
心療内科 田村先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 島野理学療法士 

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 田代先生 

在宅往診部 下川歯科衛生士 

焼きそば作り カレー作り 

運動会 



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

つくね小判 巣ごもり玉子 高野豆腐の煮物 さつま揚げの煮物 高野豆腐の煮物 ほうれんそう平焼き イカ団子の含め煮

ゴマダレサラダ 青菜の胡麻風味 スナップと茸のお浸し しその実和え きのこ三昧 ゆかり和え 菜の花昆布茶和え

たいみそ しその実山菜 昆布佃煮 きゃらぶき佃煮 マヨ醤油和え たい味噌 梅肉千切りザーサイ

御飯 穴子ちらし寿司 とろろうどん 焼き肉丼 御飯 御飯 御飯

スープ お吸い物 鶏天＆もろこし揚げ 味噌汁 お吸い物 味噌汁 お吸い物

アジのトマト煮 五目巾着の煮物 ふろふき大根 ナムル風 カレイの味噌バター チキンチャップ シイラの有馬焼き

水菜サラダ からし和え フルーツ チヂミ 里芋と豚肉の煮物 しらす和え かぶの煮物

エリンギバター しば漬和え 根菜のごった煮 味噌和え

おやつ ケーキ・レモンティー ワッフル 杏仁豆腐 プチシュー（ストロベリー） カステラ フルーチェ ロールケーキ

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 お吸い物

五目玉子焼き 鶏肉のしぐれ煮 シイラのパン粉焼き アジの煮付け オープンオムレツ サバのカレーソテー 牛肉の玉子とじ

牛肉と大根の煮物 えび二ラもやし炒め カリフラワーマリネ もやしと水菜炒め ミックスサラダ パスタサラダ 酢味噌かけ

小松菜のお浸し 海藻サラダ キャベツの洋風蒸し 冷奴 水菜のさっと煮 えび団子の炒め煮 にらまんじゅう

カロリー １３７４ｋｃａｌ １３７５ｋｃａｌ １３９８ｋｃａｌ １３６０ｋｃａｌ １３６１ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ １３５９ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

フラダンスボランティア 文化の日 餃子作り（２Ｆ）

5 6 7 8 9 10 11
心療内科（３Ｆ） 内科検診 口腔ケア カードゲーム ハロウィン歌謡ショー

文化祭準備
12 13 14 15 16 17 18

心療内科（２Ｆ） 口腔ケア カードゲーム 書道
餃子作り（３Ｆ）

文化祭準備
19 20 21 22 23 24 25

やすき節 心療内科（３F） 内科検診 勤労感謝の日

ボランティア

文化祭展示
26 27 28 29 30

心療内科（２Ｆ）

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩
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  カリフォルニアでは、山火事があり、東

京２３区の１．４倍の広さが焼失、ワイナ

リーも同様に、避難されている皆様には心よ

りお見舞い申し上げます。 

 東京では、長雨が続き、12月中旬の寒さ、

朝晩共に冷え込み、冬物を着込み、さらに暖

も必要、体調不良にならないよう注意を払い

たいです。 

 GHゆとりあでは、利用者様も内科往診日

にてインフルエンザ予防接種（1回目）実施

致しました。毎年実施されておりますが、因

みに足立保健所より予防接種申込書、及び家

族の承諾書が必要であり、まだご提出されて

いらっしゃらないご家族様は至急ゆとりあま

でご持参頂けますよう御手配くださいませ。 

 １０月１６日（月）１３：００より火災訓

練・水消火訓練を実施、東京消防庁足立消防

署大谷田出張所隊員の方々によるご指導を頂

き、今回実施致しました。雨降りの中頑張っ

て水消火体験を致しました。ご協力有難うご

ざいました。 

 １０月１９日レクとしてカレー作り致しま

した。みんなで野菜を切ったりとてもおいし

く頂きました。その中でも余りの美味しさに

お皿をペロリと舐めてしまわれた方もいたそ

うです。スタッフからの報告です。 

 

追伸：ご自宅にてご使用されていない古新聞

等がございましたら、ゆとりあにご来訪時ご

持参頂くととても有難いです。よろしくお願

い致します。 

    
ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

Ｓさん
お米とぎが苦手なご様子ですが、スタッフと一緒に頑張って
研いで下さいます。

Ｋさん
足腰が悪くなってきていてシルバーカーが欲しいとの訴えが
あります。今後ご本人様やケアマネと話し合い検討して決め
ていきたいと思います。

Ａさん
体調悪い日が続いていましたが最近は徐々に回復なさってき
ました。

Ｋさん
体調を崩して救急搬送されましたが、当日に帰設されまして
その後はとても元気になられました。

Ａさん
食材切りなどスタッフからお声を掛けなくても積極的に動い
て下さいます。

Ｋさん
家へ帰るとおっしゃり、スタッフとバス停まで歩きましたが
「家まで遠いですよ」と伝えると戻って下さいました。

Ｋさん
帰宅願望がございますが、レクなどお誘いすると喜んで参加
して下さいます。

Ｗさん
焼きそば作りに参加され、食材切りなど手伝ってくださいま
した。

Ｙさん
三階から二階に転居されましたが、転居した当時から前の席
のＨ様と仲良くお話ししていらっしゃいました。

Ｋさん
朝起きると洗顔に歯磨きと毎日声を掛けずとも動いていらっ
しゃいます。

Ｎさん
風船バレーがお好きで目の前に座っている利用者様と楽しく
バレーをしていらっしゃいます。

Ｔさん
午後になるとスタッフや利用者様に元気に話しかけていらっ
しゃいます。

Ｍさん
「今年の誕生日は○○くんとデュエットするの」と誕生日が
来るのを楽しみにしていらっしゃいます。

Ｈさん
お茶くみ、コーヒーいれが日課となっていらっしゃり、時間
になると自ら進んで動いて下さいます。

Ｈさん
最近はスタッフと将棋をするのが楽しみで勝つととても喜ば
れていらっしゃいます。

Ｋさん
現在はゆとりあの生活にも慣れ、最近では食器洗いもして下
さるようになりました。

Ｔさん
食器洗いや食器拭きやキッチン回りの消毒など、自ら進んで
動いて下さいます。

Ｋさん
排泄の失敗などで介助をすると、「悪いねえ」「ごめんね」
とスタッフに気を使って声をかけてくださいます。

今月の私

ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備え避難訓練を実施し

ております。今回は足立消防署の方が来て下さり消火訓練

を体験しました。 


