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施設長からのメッセージ

「新年あけまして、おめでとうございます」
昨年の４月にひかり苑に着任し、初めてのお正月を迎えました。
昨年は当施設の運営にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。
今年の４月からは消費税が５％から８％に引き上げられます。今までと同じような経営を行っていては、
厳しくなるのが実情です。また昨年出された社会保障制度改革国民会議報告書では、「介護を要する高齢
者が増加していくなかで、特養ホームは中重度者に重点化を図る」とされました。目下、社会保障審議会
介護保険部会で議論されていますが、「特養ホームへの入所要件を一律要介護３以上に限定する」ことに
ついて、反対意見も多く聞かれます。
しかし、今後団塊世代が７５歳以上となる「２０２５年問題」を視野に入れると、介護施設は圧倒的に
不足してしまいます。今後特養ホームを取り巻く環境に、どのような困難や課題があっても、利用者から
「ひかり苑で生活できて良かった」と実感してもらえる施設を目指してまいります。
本年も一層のサービスの充実を目指し、職員一同誠心誠意努めてまいりますので、
変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。
施設長

南山 徳英

行 事
◇

◇

秋の家族会

防災訓練「炊き出し」

１１月２７日、地震を想定
した炊き出し訓練を行い、
ご利用者様よりアルファ米の
防災倉庫から食材運搬と
お赤飯がおいしかったとの感想
非常食配膳状況
をいただきました。
アルファ米とは思えない味で、
非常食も進化しているんですね。
非常食の備蓄、大事ですよ。
お忘れなく。

平成２５年秋の家族会は、デイセンターとの
合同による基調講演会を、１１月１７日（日）
に開催いたしました。
緑風荘病院院長酒井雅司医師
を講師にお迎えし、「認知症
の基礎知識と最近の治療と対
応について」というテーマで
行いました。
基調講演受付に近隣から
近隣事業所や近隣住民の方々を
多数参加されました
含め６０名程のご参加をいただ
きまして誠にありがとうござい
ました。
生活相談員 片岡 由佳

介護職員 加藤田寛道
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介護だより
「思いやり」
介護の分野は日々進歩しています。最近では介護ロボという物もある
ようです。ひかり苑には介護ロボはいませんが、トランスボードという
福祉用具を取り入れたりと、ご利用者に安心で安全な介護が出来るよう
努めています。
福祉用具や介護技術、介護分野はどんどん進歩していくと思いますが、
根底にあるのはやはり、思いやりの気持ちだと思います。
ひかり苑ではこれからも思いやりの気持ちを大切にしていきます。

苑ではホーム喫茶を開いて
楽しんでいただいています

介護副主任 吉田 正人

ご利用者紹介
佐藤

角永 正次様
昭和２年１１月２８日生まれ

直子様
昭和６年１月２５日生まれ

８６歳

８２歳

茨城県生まれ。
いつも周囲のご利用者
とお話をして、よく笑
って過ごされています。
とても社交的で、面識の
無い方にも進んで話しかけ
られており、気がついたらもう打ち解けていると
いったことも。私達職員にも同様に話しかけてく
ださり、いつも楽しくお話を聞かせていただいて
います。今後もお元気に過ごされ、また楽しいお
話を聞かせていただけるのを楽しみにしています。
介護職員 水木 裕輔

新潟県出身でいつもにこやかに、
車イスをご自身で操作して居室や
食堂を行き来されています。
とてもテレビかお好きで色々な
番組を見ています。
特に大相撲が好きらしく、夢中に
なってご覧になり、好きな力士の
取り組みには力を入れて見ている
ご様子です。
これからもお元気で。
介護職員 橋本 信明

郷土料理シリーズ（長野県）
11月は長野県の郷土料理でした。メニューの中の「おやき」
は、郷土料理開始当初より「郷土料理ならおやき作って−！」
とリクエストを受けていたメニューでした。今回、調理員の協
力のおかげで手作りの「おやき」をやっと召し上がっていただ
くことができました。
当日リクエストをくださったご利用者の元へ伺うと、すで
に「おやき」は食べ終わっていましたが、満面の笑みで「おい
しかったぁ〜」と言っていただき、さらに「今度は茄子の中身
で作って！」とまたリクエストをいただきました（笑）。

「野沢菜のおやき」
ー材料ー

レシピ（一人分）

ー作り方ー

《生地》
・薄力粉

11ｇ

①野沢菜を水に浸けて塩抜き
し、水気をきって細かく切る。

・強力粉

11ｇ

②生地を作る。薄力粉、強力粉

0.11ｇ

塩を混ぜ、熱湯を少しずつ加

20㏄

えて混ぜる。お湯が全体に行
わたったらよくこねる。

・塩
・熱湯
《具》

・野沢菜漬

14ｇ

・白みそ

少々
少々

せる。その間に、①を調味料
と一緒に炒め、味を整える。

適量

④丸くのばした生地で具材を包む。

管理栄養士 相馬 君代 ・砂糖
・ごま油

③生地にラップをし、30分寝か

⑤フライパンで焦げ目をつけた後、
蒸し焼きにする。

11月27日（水）

長野県郷土料理

・ご飯
・鶏肉の山賊揚げ ・おやき
・じゃがいものなます ・りんごのワイン煮
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特養ひかり苑からのメッセージ
「 医務だより /

感情を大切にしたコミュニケーションを 」

高齢になり、もしも認知症になってしまっても「感情」はきちんと残っているといわれています。
いわゆる問題行動（妄想や落ち着きがなくなるなど）は、ご本人の不安や精神的ストレスのために
起きてくることも多いので、介護する側の対応の仕方、声かけの仕方がとても大切になってきます。
実際に言葉が出なくても、介護する側の表情や態度が優しく穏やかであれば、ご本人もそれを感
じ取って表情が和らぎ安心感を得られます。
もともと、人は言葉そのものではなく、表情や態度などの非言語的コミュニケーションでの関わ
りも多いのです。
決して「何もわからない人」と思わずに、ご本人の気持ち、感情を大切に考えながら接していき
ましょう。
介護職員 矢田智久子

職員
入
特養看護職員

入/退職

紹介
退

職
歌川

特養看護職員

多香子

りました歌川です。病院で働いた経
験もありますが、一から教わり新鮮
な気持ちで働かせて頂いています。
宜しくお願いします。

岩山

筑田

日登美

平成２０年にひかり苑に入職し、今年
１２月をもって都合により退職すること
になりました。入職した頃は、体力的に
も余裕のある状態でしたが、最近はと
みに体力の衰えを感じるようになりま
した。又四季折々にはご利用者の色々
な表情が浮かんできます。ひかり苑を
離れるのはさびしいですが、名前のよ
うに「いつもひかりが差し込んでいる
施設」であるよう応援していきます。
御世話になりました。

１２ 月よりひかり苑医務に配属にな

特養看護職員

職

ひとみ

１２ 月よりひかり苑にて看護師とし

て働かせて頂いています。
ご利用者との関わりを大切に過ごし
ていき、一日一日を大切に成長して
いきたいと思います。

ボランティア活動紹介
「輪」を大切に！！

〜 お知らせ 〜

ひかり苑では、
ご利用者には、刺激となり、楽しみの輪ができる事。
ボランティアの方には、福祉施設に来ることで、体験の場、気づきの場、学び
の場、考える場の輪ができる事。
そして施設では、処遇面・機能面（開かれた施設）の社会化をめざし、ボラン
ティアの方が多く参加していただき、地域の輪ができることで運営の社会
化が促進されることを目的にしています。
今年度も多くのボランティアの方に支えられ沢山の輪ができました。
今後もこの「輪」を大切にしていきたいと考えております。
本当にありがとうございました。
生活相談員 橋本 孝子

◇ ボランティア懇親会
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◇

日時：平成２６年２月２０日（木）
１４時〜１５時
場所：ひかり苑 多目的ホール

今年度は、趣向を新たにし、
開催予定です。
詳細は後日発送、ご案内をご確認
ください

デイセンターからのメッセージ
「

ブンネ

」

様々な活動の中で、ボランティアの方による音楽活動も数多く開催しています。そんな中、ブンネ活動は
以前毎週開催されていましたが、現在は他の音楽活動の催しがある週には、翌週にずらして開催するなど、
万遍なくご利用者がご参加頂ける様に心掛けております。
秋から冬に時も移り、活動で唄う歌も季節感のある楽曲を心掛けておりますが、秋や冬の曲と言うのは季節
がら非常にぬくもりある歌が多いです。そんな中皆さんで大きな声で唄っていた所、何かを見つめる様に唄う
のをやめてしまった方がいらっしゃいました。「どうなさいました？」と尋ねると「田舎も、もう冬支度かな・・・
と思ったら、何だか歌どころじゃなくなっちまったよ！」と半分冗談でおっしゃっていました。故郷を思い出
されていたとの事です。
歌と言うのは時に人をノスタルジックにさせる様です。忘れ掛けていた郷愁の思いが蘇り、ほのぼのとした
気持ちに、こちらも胸が熱くなりました。温かい歌をこれからも唄いましょう。
介護職員 黒田 尚志

サンホームの行事での
交流会スナップ

寒いけれど、外出で
気分爽快

楽しい楽しい
お買い物

１２〜２

月までの行事予定

研 修

編集後記

１月０８日

身体拘束等の排除について

１月１７日
２月０４日

新規採用者プレ研修
リスクマネジメント研修

と思っていたら、秋は1ヶ月にも未足らず、アッという間に

２月０７日

生活相談員研修

冬が到来。また世界各地では、気象の変化や大型台風によ

２月１２日

精神的ケアについて

る大災害も発生し大変な１年でした。
２０１４年は消費税も上がり、いろいろな品種（物価）も

行

事

１２月冬至

ゆず湯

１２月２４日
１２月２８日

クリスマス会
正月飾り

１

初詣

月４〜６日

昨年は１０月下旬まで猛暑が継続し、野菜等高騰が続いた

値上がりを見せはじめています。国会では「特定秘密保護
法案」も可決され大変な時を迎えようとしていますが、福
祉業界にとって良い年になりますようにーーーー。
広報委員会一同
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