
 

旧年中は、多くのご利用ありがとうございました。 

平成 28 年を迎え、職員一同、皆様に満足頂ける通所・訪問サービス

を目指して頑張ってまいります。 

これからも皆様の健康が維持できますよう、リハビリ・食事・入浴等

提供致します。 

本年もよろしくお願い致します。       

 部長  橋本 裕一 

 

  

あおいとりでは、栄養士が栄養を考えた食事を、厨房で手作りして温

かいうちに提供しています。嚥下障害等、個々の症状に合わせた食事

も対応しています。お箸やスプーンを利用して食べるのも、リハビリ

の一環です。右は 12月 2 日の食事です 

 ミートローフしめじあんかけ 

七品目サラダ 

さつま芋の甘辛炒め 

味噌汁 

集団リハビリ、こんなことしてます！   

  何かを思い出すということは、脳に眠っている記憶を呼び覚ます 

  優れた脳トレーニングです。 

  集団リハビリの最後に「5 つの思い出しトレーニング」を行って

います。 

  例えば自宅でも… テレビを見ていて、「あの人誰だっけ？ まあ

いいや。」と、あきらめないで「思い出そう」と努力します。 

  そうして、思い出した瞬間のひらめきが、脳に良いと言われてい

ます。 

  脳は使えば使う程、良い刺激を与えれば与える程、活性化して 

  成長するそうです。何歳になっても成長することが分かっていま

す。 

また、脳の活性化を兼ねて、「手指のリハビリ」も行っていますの

で、それについては、次号に紹介します。 

 

 

 

 

 

寒くなると、上着・手袋・マフラー・帽子等持ち物

が増えます。 

持ち物には、名前の記入をお願いします。 

感染症胃腸炎が流行っていますので、 

うがい・手洗いをして予防しましょう。 



    

お正月から早くも一か月が過ぎました。

立春とは言え、まだまだ寒い日が続いています。 

同時に、空気がとても乾燥しています。 

低温・乾燥はウイルスにとって好都合な状況で、 

低温・乾燥により、人の鼻やのどの粘膜が、弱まってしまいます。 

室温は 22℃程度、湿度は 50％程度に保つのが、ウイルスを弱め、人の粘膜を 

守るのに理想的といえるそうです。 

部屋の換気を心掛け、外出から帰られた際は、うがい・手洗いを忘れずに！！ 

 

<インフルエンザ・ノロウイルス等、感染症予防に取り組んでいます！＞ 

昼食前・おやつ・トイレ後には、適宜手洗い・清拭・速乾性手指消毒液を塗布し

ています。又、テーブル・トイレ・手すりや椅子・車椅子の肘掛け等、毎日消毒

を行っています。 

 

症状がでたら・・早めに受診し、しっかり体を休めましょう。 

感染拡大の為、デイをお休みして頂く場合がありますので 

ご理解・ご協力下さいますよう、よろしくお願いします。 

私たちが日常生活で使う指先には、沢山の神経が 

集まっており、脳に直結していることから「第二の脳」と呼ばれています。 

最近は寒さのために「指がこわばって動かしにくい。」「着脱に時間が 

かかるようになった。」と言う、声が聞かれるようになりました。  

今回は簡単な手指の体操を紹介しますので、ご自宅でも行って下さいね。 

「楽しく取り組む」ことや「指先を動かす」ことは、脳にもとても良い刺激 

を与えるそうです。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あおいとりでは、先月より午後の集団リハビリで２グループに

分かれてトレーニングをしています。 

２つのグループによるトレーニングを行ってみて、以前の 

トレーニングと比較検討したいと思います。 

後程アンケートにより、皆さんのご意見を頂きたいと思って 
おります。御協力を宜しくお願い致します。 

 花粉症で悩んでいる方多いのでは？ 

 （緑茶・しそ・長ネギ・生姜・梅・ヨーグルトなど） 

 ビタミン・ミネラル類・ポリフェノールを含む野菜を 

 食べるとアレルギー症状が軽くなると言われています 

 バランスの取れた規則正しい食生活を心がけてください。 

 

      

  

  お知らせ 

５月から男性職員も入浴介助を行うようになります。 

ご理解・ご協力の程、宜しくお願いします。 

  飲まれている薬が、変更・追加・中止等の際は 

 お薬手帳・薬の説明書をお持ち下さい。     

                          

 看護部より 

暖かくなって春の訪れが感じられるようになりました。 

あおいとりの近くの山から「うぐいす」の鳴き声が聞こえてきます。 

桜の花が咲き始めると気持ちもウキウキしてきますね。 

4月は、いろんなことが新しく始まることが多く、期待と不安が 

入り混じった月でもあります。 

お花紙を山折り・谷折りと繰り返し折って蛇腹状にして真ん中を 

ホッチキスで止めてくれる方、お花紙を広げてくれる方など 

作業を分担して一つの作品を完成させました 

一足先にあおいとりの桜は満開を迎えるでしょう。 

枝にはふくろうが、木の幹にはリスが顔を出していますヨ。 

  

あおいとり通信 vol.4 
  デイケアあおいとり  TEL： 0774（71）8330 

   桜の木の壁飾りを作りました 

介護部より 



あおいとり通信 
ＴＥＬ： 077４（71）8330              

ＦＡＸ： 0774（71）8331   

蒸し暑い日が続いています。皆さん、体調を崩していませんか？ 

こんな時は、あおいとりでリハビリに励み、大いに笑って、元気力・

免疫力アップですね！！   

もう夏日です、小まめな水分補給で、脱水予防を！！！ 

 

  午後の集団リハビリは、3グループに分かれて行っています。 

 2階では2グループ、１階では１グループで日々リハビリに励んでいます。   

 2階では体幹・バランスの運動、移乗・歩行のリハビリ行っています。 

 1階では、上肢・手指を中心としたリハビリ、書写や折り紙等の制作活動や 

 脳トレーニングに励んでいます。如何ですか？ 

 継続していきますので、ご意見・ご要望があればお聞かせください。 

 

段々と気温・湿度とも高くなって、食品が傷みやすくなっています。 

食中毒が発生し易くなるので、食品管理には充分に気をつけましょう。        

 

 

 
 

他の人と間違いがないように、お荷物には「お名前」の  

記入をお願いします。        

 

① 菌をつけない → 手にはさまざまな雑菌が付着しています。        

           食事前には石鹸で手洗いをしましょう。 

② 増やさない →  高温・多湿の環境は、菌が繁殖しやいです。     

           早く冷蔵庫に入れて早めに食べましょう 

③ 加熱する   → 殆どの菌は加熱することで死滅します。  

           まな板・包丁・布巾等、調理器具にも 

           菌が付着しているので、洗剤でよく洗い 

           熱湯をかけると効果的です。                                 

集団リハビリの実施 
 

 

第５号 

 

 

 

あおいとりでは、月１回   

   ボランティアで先生に来て頂いて、 

フラワーアレンジメントを教えて頂いています。  

      お花と生け方の説明を聞いて、 

              思い思いに上手に生けています。 

              今月のお花  

              ・バラ  ・紫陽花  ・利休草 

              ・スターチス ・ハイブリットチース 

笑 
顔の花が咲きました！ 

食中毒を予防する３原則 
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『夏』真っ只中！！ 暑い日が続きますね～(^^)/                        

そう、この時期 最も注意しなければならないのが「熱中症」 

街には、様々な熱中症対策商品が並んでいますね。 

 6/16・7/7 相楽消防職員の指導の下、避難・救急訓練を行いました。 

 緊急時の声掛けや対応にと真剣に話を聞いています。 

 人形を使い、救命救急方法やＡＥＤの使い方を体験しました。  

 実際そのような状況に遭遇した時にパニックにならないように、 

 定期的に訓練していくことが大切だと思います。 

 あおいとりでは災害等に備え、避難訓練を年2回実施しています。 

  

 

 

 

 

 

めまい・頭痛・吐き気・疲労感の症状がでたら要注意               

次のポイントに気をつけて、熱中症を予防しましょう。 

＜水分をこまめに補給しましょう。＞ 

  高齢者の多くは暑さやのどの渇きを感じにくい傾向にあるので、こまめな 

  水分補給を。また就寝中でも発汗しています。就寝前の水分補給も忘れずに。 

＜エアコンを上手に使いましょう。＞ 

  暑い日は我慢せずに、上手にエアコンを使いましょう。 

  室内温度28度、湿度は60％以下が目安です。 

＜十分な睡眠・栄養・規則正しい生活を！＞ 

＜おかしいな？と思ったら病院へ＞ ひどい時には意識を失い、命が危険になること    

があります。       

８月11日（木）～17日（水）まで夏休みです。    

休みの間、自宅でも体を動かして頂いて、元気に過ごして       

下さいね。 暑さに負けない体を作りましょう。 

避難・救急訓練 

第6号 

   熱中症予防のポイント 

 

 

 

 

  

 

 

 ＊ひまわり        ＊利休草 

 ＊ハイブリッドチーフ   ＊風車 

 ＊スプレーカーネーション 

今月のフラワーアレンジメント 

短冊に願いを込めて～ 

  皆の願いが叶いますように！ 

七夕メニュー「ちらし寿司」です。 
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 「残暑」厳しい日が続いています。夏の疲れが出てくる時期ですね。 

 皆さん体調を崩されていませんか？ 

 暑さで消耗した体力は、免疫力が低下して風邪など 

 ひきやすくなります。十分な栄養・睡眠・適度な運動で、 

 残暑を乗り越えましょう！！ 

あおいとりのご利用の件で困っていることや  

ご要望などありましたらお気軽にご連絡下さい。 

第 7
 

 

 
 

                 [ 完成した壁絵 ]                     

 先月は、手指・脳トレグループで「ひまわり」と「にじ」を制作して 

 頂きました。貼り絵になっています。 

 折り紙を千切って一枚一枚丁寧に貼り付けています。 

 紙を千切ったり、貼ったりすることで                  

 手指の訓練・集中力の訓練に 

 なります。  

 皆さんの力が結集された作品です。 

 出来上がった作品は展示しています。 

 

日々、マシンを使ってトレーニングをして頂いています。         

今回は、あおいとりに設置しているマシンの紹介です。         

＝下半身を鍛えるマシン＝       

（レッグエクステンション）    

右のマシンは、大腿四頭筋 

（ふともも）を強くします。 

①大腿四頭筋を強くすると、 

 膝が安定します。 

②膝を伸ばす力がつき一歩の歩幅が 

 広くなり、歩行が安定します 

 歩行速度も速くなります。 

③階段昇り降りが楽になります

＝円背（猫背）の予防＝ 

    （ローイング） 

 円背の原因とされている腰痛や 

   変形性膝関節の予防                                   

左のマシンは、肩甲骨周囲の筋肉

（肩甲挙筋・広背筋）を強化します 

                     

肩甲骨周囲の筋力低下は、円背の原

因となります。円背が進むと上半身

が前方へ移動し、腰痛や変形性膝関

節症をまねきます。               

 



あおいとり通信 
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日増しに「秋」の気配を感じる季節となりました。                

朝・夕はかなり冷えることがあります。                       

急な温度変化で体調を崩していませんか？                                              

あおいとりでも室温管理には気をつけていますが、           

全ての利用者様に快適な気温にすることは難しいです。                                              

簡単に着脱できるような上着等、ご準備頂けたらと思います。               

ひざ掛け毛布は、デイにありますので                             

いつでも職員に声を掛けて下さいね。 

９月20日台風の日は、早退・利用中止等 

ご迷惑をおかけしました。被害がなくてよかったです。 

日々の食事献立にも「秋」がたくさーん入ってますね。 

皆さん、気付かれましたか？    （９月３０日 献立より） 

  

 

 ・茄子のはさみ揚げ                  

 ・枝豆とさつま芋のコロコロ    

  サラダ   ・りんご 

 ・味噌汁       

 

 

「○○の秋」何が浮かびますか？ 食欲の秋！ 紅葉の秋！ 読書の秋！                  

そして… リハビリ！ 暑すぎず、寒すぎず、運動するにはよい季節だと 

 思います。 今月もリハビリに励んで下さい (*^^)v                            

＝集団リハビリは、エビデンス（根拠）に基づいて運動しています＝ 

    立ち上がり → 体幹・下肢の運動 

    片足立ち  → バランス・筋力運動 

    スクワット → 膝折れ防止・大腿筋力運動 

    足踏み   → 足の振り出しの改善  

            歩行リズムをつける        

    横歩き   → 横のふらつき防止 

    つま先立ち → 足部の安定・蹴り出しの改善 

いずれもやり過ぎは、痛みの原因になります。又、転倒に注意しながら    

リハビリしています。日常の中でも移乗時の立位保持や食事時の姿勢なども 

機能維持に大きく影響しています。その他にも、朝起きてトイレに行って、 

服を着て…そんなことが全てリハビリになります。                       

集団リハビリの中では、利用者様同士が励ましあって取り組んでいます。    

リハビリはきつい・しんどいことばかりでなく、皆さんに楽しみながら    

リハビリして頂けるように日々工夫しています。 

 

 

 



あおいとり通信 
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寒くなると、上着・帽子・マフラー等 持ち物が増え

ています。持ち物には、名前記入をお願いします。 

  

 

      

 

 

 

 

 急に『寒く』なり、冬に近づいてきましたね。体調を崩されていませんか？              

 空気が乾燥する季節です。 

 積極的な手洗い・うがいをして風邪などの感染症を予防しましょう。 

 この時期は、乾燥肌など肌トラブルの季節です。皮膚が乾燥するとかゆくなり、 

 かくと更に乾燥してかゆくなる悪循環で肌トラブルは深刻化していきます。 

 ●掻かない・乾燥させない、が一番！！          

 入浴後や手洗い後は、クリームやローションで保湿し 

  肌をカバーしましょう。保湿剤には病院で処方される            

    ヒルロイドクリームなどの他、様々なものがあります。  

  ●入浴後は「ごしごし」を避け、せっけんの泡で洗う。 

   熱すぎるお湯も肌への刺激となるので気をつけましょう。                

●暖房器具の使い方に注意する。 

 エアコンやホットカーペット等によって肌は非常に乾燥しやすくなります。 

 寝る前にスイッチを切るか、タイマーを１時間以内でセットしましょう。 

●肌の状態が悪化したら、早めに受診しましょう。 

    肌のトラブルの原因は、乾燥以外にも感染症によるものなど様々です。 

    おかしいと思ったら早めに受診しましょう。 

スキンケアの 

ポイント！！ 

                                            

 「筋力」は概ね20～30台で ピークを迎え、以後毎年２～3％程度 

  低下していきます。そして60歳をこえた辺りより急激に低下します。         

 ［歩行老化のサイン］  

    ●膝が曲がる     ●バランスが悪くなる 

    ●腰が曲がる     ●小股で歩くのが遅くなる 

    ●猫背になる     ●すり足になる等 

 「膝や腰が曲がる」と立位の基本姿勢が維持できなくなります！！ 

  そこで、大腿四頭筋・腹筋を鍛えましょう。     

   

  

                                           

 

 

 

歩行老化のサイン 

ＴＥＬ： 077４（71）8330              

ＦＡＸ： 0774（71）8331   
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第１０号 
 

                                                    

今年も早いもので残すところ、あと 1ヶ月 となりました。 

皆さまにとってどのような一年だったでしょうか？         

   １２月に入り、いよいよ冬本番！！ 

カイロを貼って、厚着をして来られる方が増えましたが… 

いくつかの注意が必要です！ 

暖かくて快適と感じる温度でも、長時間、体に触れることで   

「低温やけど」を起こす危険があります。 

低い温度でゆっくりと進行するため、熱さや痛みを感じにくく、気が付いた時には 

重症のやけどになっていることもあります。高齢の方、持病により皮膚感覚が 

鈍くなっている方、カイロ・あんか・湯たんぽを使う機会が多い方は、要注意！！  

 

 

① カイロを使うときは、衣類の上に貼りましょう。 

  薄手の肌着なら２枚着た上にカイロを貼りましょう 

② カイロは一か所に長時間当てないようにしましょう。                   

  熱いと感じたら直ぐに、はずしましょう。 

③ 寝るときはカイロをはずしましょう。電気あんかや電気毛布は早めにセット     

  して寝る前に電源を切るか、１時間位のタイマー設定で・・・ 

④ カイロを貼った上に、サポーターやコルセットを重ねないように・・・ 

⑤ 靴用カイロは靴を脱ぐと高温になるので、靴を脱いだらはずしましょう。 

皮膚の赤みや痛みを感じたら早めの受診をお勧めします。 

 

年末・年始のお知らせ 

平成28年１２月３０日～平成29年１月５日まで          

お休みを頂いております。 

    お間違いのないように宜しくお願いします。 

 

 

 

骨粗鬆症は、骨量が少なくなったために背中が丸くなったり、 

腰が痛んだり、骨折しやすくなったりする病気です。 

十分なカルシウムを摂るとともに、適切な運動を続けることで、 

筋肉が鍛えられ、骨量が少なくなるのを防ぐことができます。 

また、転びにくくなったり、姿勢をよくするのにも役に立ちます。 

 ①・②体操を10回づつ 

 日に１～2回続けて下さい。                                                         

                          

① うつぶせ背筋体操 

  肘を曲げ、足をそろえて、うつ伏せになります。 

  肘を伸ばしながら、背中をそらせます。 

  円背の強い人は腹部にクッションを入れます。  

                             

② 腰上げ腹筋体操   

    あお向けになり、足を少し開いて、膝を曲げます。 

  腹筋の力を使って腰を前上方に持ち上げます。 

＊痛みが出たら中止し、場合によっては医師に相談して下さい。 

骨を守るかんたん体操 

 
寒くなると、上着・帽子・マフラー・手袋等持ち物が増えています。  

  持ち物には、「名前」をお願いします。 


