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今号のトピックス 

＊合併号創刊にあたり         ＊ヘルパーのサービス内容と健康ワンポイント 

＊入所利用者様の遠足         ＊管理栄養士の仕事とは？          

＊デイケアのグループ活動他      ＊新人紹介 

＊介護認定を受けるまでの流れ     ＊嚥下障害、誤嚥を防ぐマッサージ  

入梅の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、当施設では、施設の最新情報を「正確、スピーディーに提供できるよう」平成 23 年 4

月より広報委員会を立ち上げることになりました。 

活動内容としては、ホームページの管理、スタッフブログの更新、広報誌の紙面作り等です。 

まず、ホームページですが、平成 23 年 3 月よりリニューアルし、ショートステイの空室状

況やスタッフブログの更新により、やわらぎの最新情報をご確認いただけるほか、QRコードか

ら携帯でもご覧頂けるようになりました。 

また、これまで広報誌を事業所ごと（入所、通所、訪問介護）に発刊しておりましたが、多

職種からの情報提供ができるよう、この度の合併号に至りました。 

今後も、情報発信の拠点として最新の情報を提供し、地域の方々、介護が必要な方や介護が

必要となったときのお手伝いができるよう、広報誌やホームページでお伝えして参りますので

宜しくお願いいたします。 

 

（広報委員会 生田大介） 

医療法人同愛会 

はあとふる・ねっとわーく 

 

■ 介 護 老 人 保 健 施 設 や わ ら ぎ    

TEL(0859)31-1000 

FAX(0859)31-1003 

■ デ イ ケ ア や わ ら ぎ        

TEL(0859)31-0150 

■ヘルパーステーションやわらぎ  

TEL(0859)31-1025 

■ サ ー ビ ス プ ラ ン や わ ら ぎ     

TEL(0859)31-1002 

1 日おためし体験についてのお知らせ 

 

デイケアやわらぎでは毎週月曜日から金曜日(祝・

祭日除く)の 9：30～15：30 迄の時間でおためし体

験を受け付けております。 

対象者…要支援・要介護認定を受けられた方 

内   容…健康チェック・レクリエーション                                                                 

グループ活動(体操・脳活性・工作) 

【見学】入浴・個別リハビリ・施設内案内 

費   用…昼食(おやつ代込み)６００円 

ご家族同伴・送迎(車イスでも可)も承っております

のでお気軽にお申し込みください。 

問い合わせ (担当 判田) 



 

 

 

やわらぎ春の遠足 ～とっとり花回廊～ 

平成２３年５月２６日(木)・２７日(金)、「とっとり花回廊」へ春の遠足に出かけました。 

施設の中で過ごすことが多い入所利用者様にとって、４月の 

花見(境港のお台場公園)以来、久しぶりの外出です。やわら 

ぎより車３台連なって出発、入園ゲートをくぐると色鮮やかな 

草花の風景が広がり、「うわ～、きれい！」と利用者様も 

うっとり。メイン施設のフラワードーム(直径５０ｍ、高さ 

２１ｍの大温室)には熱帯・亜熱帯の植物を中心に洋ランや 

ハイビスカスなどが華やかに咲き、様々な花と香りを楽しみました。  

 ピクニックコーナーで食べたお弁当も、外のおいしい空気を吸いながら食べると、普段食

事量の少ない利用者の方でもたくさん食べることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、年始めからの寒波の影響でバラの開花が１０日程遅れているとのこと。残念なが

ら、バラの花は２分咲きでしたが、アーチにからませたもの・八重咲きなど多彩な品種、赤・

ピンク・オレンジ・黄・白と様々な色のバラの花壇を通りながら、利用者の 

方達も「美しい」と連発しておられました。  

 メインストリートにはコチョウランなどで作られた素 

晴らしい花のドレスが展示されており、利用者の方達 

と一緒に職員も記念撮影パチリ！私も「とっとり花回廊」 

には開園当初行ったことがありましたが当時より木や 

草花が育ち、花の種類も多彩になり、四季折々の美しい 

花と香りが楽しめる空間に利用者の方達と共に心癒された一日でした。 

（入所担当 口村真希） 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

♪♪デイケアだより♪♪ 

体操グループの新しい体操が増えました 

① 北国の春体操…演歌「北国の春」に合わせ、歌いながら身体を動かすストレッチ(筋肉を

伸ばしてリラックスする)体操です。 

② ズンドコ体操…氷川きよしの「きよしのズンドコ節」に合わせ、リズムにのって身体を動

かす体操。明るくテンポもよいので元気になれます。 

③ みんなの体操…ＮＨＫの「ラジオ体操」と同様で年齢・性別・障がいの有無を問わず、す

べての人々が楽しく安心して行える体操として考案されました。 

④ みんなで手をたたこう体操…「幸せなら手をたたこう」のリズムに合わせ歌詞をアレンジ

しながら、身体全体を動かしていく体操です。 

 

 

 

 

 

 

 

以前から行っている体操(大山賛歌体操・すこやかオーラル体操・よな GO！GO！体操等)も日

替わりメニューとして行えます。 

また、皆様で今後やってみたい体操・ゲーム等ありましたら、お知らせください。 

 

創作活動の作品紹介 

今回は、ご利用者Ｔ様の作品について紹介いたします。 

【作品名】 建築模型 (模型ハウス) 

ご利用時は個別リハビリや入浴の合間に毎回取り組

まれ、作品によっては数ヶ月の期間をかけて製作さ

れることもあります。ご本人はミリ単位での設計や

菓子の空き箱や和紙の切れ端等のある材料で工夫し

て作るところが楽しいと話しておられました。また、

そういう工夫や計算がよい頭の体操になるし、手先

の訓練にも繋がると話してくださいました。 

 

今までに製作された作品は施設内の正面玄関・静養室・各階のデイルームに展示してありま

す。これからもたくさんの作品を楽しみにしております。 

（通所担当 判田浩基） 



 
 

 

♪♪サービスプランやわらぎだより♪♪ 

今年度より、居宅介護支援事業所からみなさまへ役立つ介護保険情報をお届けしていきたいと思って

おります。今回は、介護認定申請からサービス利用開始までの流れについてご案内したいと思います。 

Ｑ．本人・家族に介護が必要になったけど、どこに相談したらいいの？必要な手続きは？ 

Ａ．サービス利用に至るまでには、次の手続きが必要です。 

① 米子市に要介護認定の申請を行う 

御本人様・御家族様が直接市町村に出向いていただいても結構ですが、「サービスプランや 

わらぎ」では、代わって申請を行う事が出来ます。65歳以上の方は介護保険証をお持ち下 

さい。40～64 歳の方については申請書のみの提出となります。 

② 訪問調査を受ける 

市町村より調査員がご自宅に伺い心身の状況についての調査を行います。認定結果を判定する

にあたっては調査の結果に基づくコンピューターでの判定とする一次判定と、主治医の意見書

を合わせたものを認定審査会において最終的に判定する二次判定があります。 

③ 認定結果の通知を市町村より発送 

申請から原則 30日以内に、介護認定の結果が文書にて送付されます。認定結果は、要支 

援 1・2、要介護 1～5の範囲で決定されます。非該当（自立）と判断された場合には、 

介護保険サービスを受ける事は出来ませんが、地域支援事業などの保健・福祉サービス 

を利用出来る場合があります。 

④ ケアプランの作成 

認定された介護度を踏まえ、ケアマネジャーが御本人様の意向や必要な支援を相談しなが 

らケアプランを作成します。ケアプランの作成により、サービスを利用出来るようになります。 

※ 「サービスプランやわらぎ」では、ケアプランの作成からサービス利用、 

その後の在宅生活をサポートしております。お気軽にご相談下さい。 

（サービスプランやわらぎ 篠原弘美） 

 

♪♪ヘルパーステーションやわらぎだより♪♪ 

■主なサービス内容 

○ 身体介護・・・食事、排泄、入浴、更衣介助、洗面、身体整容、通院、外出、移動、 

移乗の介助、服薬介助など 

○ 生活援助・・・掃除、洗濯、買い物、一般的な調理、配膳、ゴミ捨て、投薬受取など 

 

日常生活でお困りの高齢者の方直接か、担当ケアマネまでご相談下さい。 

 

■健康ワンポイント 

○ 夏野菜には、夏に摂りたい栄養素も豊富に含まれています。 

たとえばトマト。トマトのリコピンは紫外線から肌を守ります。 

また、汗とともに失われやすいビタミンＣは、ピーマンやかぼちゃに豊富です。 

同じく汗で失われるカルシウムは加熱に弱い栄養素ですが、トマトやきゅうりなら生のま

まで食べられるので重宝。いんげんやオクラは食物繊維が多く、便通を整えたり、生活習

慣病予防に働きます。夏が旬の野菜をたっぷり食べて元気に過ごしましょう。 

（ヘルパーステーション 小林邦子） 



 

 

♪♪新人職員紹介♪♪ 

やわらぎの新メンバーとなりました。よろしくお願いいたします。 

■生田 純一さん 【入所介護部所属】 

趣  味：野球（内野手） 

コメント：皆様にご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、 

一生懸命がんばりますのでよろしくお願いいたします。 

 

◆井田 希美さん 【入所介護部所属】 

              趣  味：海外ドラマ鑑賞 

              コメント：4月から入所担当として働かせていただいて 

います。まだ不慣れでご迷惑をおかけすることが 

あるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

♪♪栄養部だより♪♪ 

管理栄養士と言うと「献立を考える人」と皆さんお思いになりますが、実はそれだけでは有りま

せん。介護老人保健施設での管理栄養士はどんな仕事をしているのか、ほんの一部ではあります

が、皆様にご紹介したいと思います。 

●一日の流れ 

朝はまず詰所に行き、その日の入所者様の体調や食事量についての申し送りに参加します。 

その後はデイケアの食数確認、伝票や帳票の処理を行います。お昼の食事時間が近くなると、食

堂やフロアに上がり食事の摂取状況を確認します。そこでは入所者様の意見を聞いたり、食事の

残量を確認したりします。午後にはカンファレンス（他職種との入所者様についての話合い）な

どの会議に出席したり、栄養ケアプランの作成をしたりしています。合間の時間に厨房に入り厨

房の栄養士と打ち合わせ等をおこなっています。 

●食事時間について 

食事時間には出来るだけフロアに行って、入所者様の食事摂取状況を確認します。 

味付けやメニューについて伺うこともあります。「おいしかったよ」と言って下さる時や、空にな

った食器を見ると、栄養士としてのやりがいを感じることができます。時には厳しいことを言わ

れたりしますが、厨房と相談し改善できるものは改善していこうと努力しています。刻み食やミ

キサー状のお食事を提供させて頂いているので、そういった方がきちんと摂取しているかという

のも気になります。いつまでも口から食べる楽しみを持ってもらいたいなと思っています。 

●行事について 

納涼祭・敬老祭・新年会では利用者様だけでは無く、そのご家族や地域の方をお招きして、行事

担当のスタッフとともに栄養士は食事面での盛り上げをします。また、各月一回ずつ行われる選

択食や喫茶や手作りおやつなどでは企画立案や皆さんにお菓子の作り方を教えたり、喫茶ではお

抹茶を立てたりすることもあります。皆さんの喜ばれる顔を見るのがとても嬉しいです。 

●最後に・・・ 

以上、簡単に管理栄養士の仕事を説明させていただきましたが、これからも皆さんに喜んでいた

だけるよう、味もさることながら食の安全・安心を考えながら、日々頑張ってまいります。 

（管理栄養士 中井貴代） 

 



 

 

 

～リハビリ室より～  

私は普段時間に追われる生活をしていることが多いせいか、ゆっくりと食事をする時間

が少なく、時間があるときでもついつい早食いになってしまいます。そうするとおにぎり

やパンなどの塊をうっかり喉に詰めそうになることがたまにあります。もちろん、お茶な

どを飲んで無事にのどを通りほっとしていますが・・・。 

誤嚥を予防するためには食事の少なくとも約 30 分前には起きて目をしっかり覚まし

て、口の中を清潔にし、姿勢や環境を整えてから食事にしましょう。また、食事を摂る前

にしっかりと嚥下体操や唾液腺マッサージをして食べる準備をするとさらによいです（当

施設でも昼食前に嚥下体操を行っていますのでご参考にしてみて下さい）。口の中が渇い

ていると嚥下しにくいので、まずはお茶などを飲み、口を潤してから食べ始めてみて下さ

い。介助が必要な場合は声掛けしながら、一口量で、舌の上に置き、飲み込んだ事を確認

しながら、お茶など水分をマメにとり、口の中に食べ物が残らないように、ムセがみられ

たら落ち着くのを待って食事を再開するなどしてみて下さい。 

嚥下障害になると、脱水症や栄養不良となる危険性があり、誤嚥によって肺炎を引き起

こす可能性があります。さらに食べる楽しみの消失が生活の質（QOL）の低下を招きます。 

食事の摂食・嚥下に不安のある方、ご家族にご心配な方がおられる場合はまずは主治医、

または言語聴覚士（ST）がやわらぎにも月に 2回博愛病院より短時間ですが指導にきてお

りますのでぜひご相談ください。 

（理学療法士 瀬川友紀） 
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以下の QR コードから携帯でもご覧頂け

ます。 

 

今後の行事予定 

 

7 月上旬  福米保育園七夕交流会 

7月 12 日 和風喫茶 

7月 26 日 手作りおやつ 

8月 3日  洋風喫茶 

8月 6日  納涼祭 

8月 26 日 手作りおやつ 

編集後記 

新メンバーで挑んだ合併号はいかがだ

ったでしょうか？ 

今後もマンネリ化することなく、斬新で

質の高い、情報提供に取り組みたいと思い

ますので、読んでいただければ幸いです。 

次号もお楽しみに！   （美澤憲章） 




