のに必要なカルシウムは、腸から
吸収されて骨に取り込まれます
が、年を取ると腸からのカルシウ
ム吸収が悪くなってしまうのも骨
密度低下の原因のひとつです。

これは女性ホルモンが減る閉経後

耳にしたことがあると思います。

になる骨粗しょう症という言葉を

さて、み なさんも骨 がスカスカ

かってきまし

ことが最近わ

りにも有効な

わる筋肉づく

動能力にかか

の予防にもつながります。

階で改善することが骨粗しょう症

メタ ボリックシン ドロ ーム の段

うと骨密度が低下します。

どが続いて動脈硬化になってしま

糖 、高 コレ ステロ ール、高 血 圧な

きつき訪 問 看 護 ステーション
骨を作るには十分なカルシウム
摂取などに加え、体重や運動で骨
に荷重をかけることが大切だとい
われています。喫煙や過度の飲酒
を避けることも骨のためになりま
す。
骨粗しょう症対策で大切なビタ

の高齢女性に特有の病気と思われ
た。ビタミン

ミンＤが、運

がちですが、女性の約６分の１と
Ｄは太陽の紫外線により皮膚の下

歳代半ばまではほ

歳前後でピークに達
成できるとされ、手のひらの面積

日光が一時間当たれば一日分を合

むね皮膚一平方センチメートルに

藤本

▼新年度になり、
介護報酬の改定
に伴う届出や決
算の確定、就業
規則の改定、職
員全体会議、理
事会…何とか無
事スケジュール
通り終わりました。
▼最 近、 各事 業所 職員
間の 交流 計画 が次 々と
上が って おり 、嬉 しく
思っ てい ます 。▼ 気分
を入 れ替 えて 、ま た次
の日 から 利用 者様 の笑
顔に 出逢 える サー ビス
をお 願い しま す。 どん
なに 忙し くて も心 のゆ
とりは大切ですものね。
▼と いう わけ で… 私は
来週 より リフ レッ シュ
休暇 を取 得さ せて 頂き
ます

ない方のご面会はお控え戴
きますよう重ねてお願いい
た しま す。
差し入れにつきましても
食中毒の発生しやすい季節
になりますので、生物や腐
りやすいもの等はなるべく
避けていただきたく思いま
す。もしお持ちになる場合
は、職員に声をかけて下さ
い ます様お願い いたし ます。

社会福祉法人ひまわり 藤本晴夫

年度決

等の高騰により増収ではあったも

法人全体では、人件費率や燃料費

収支を各事業所別に示した上で、

閉会しました。

度役員を発表し

年度予算、今年

算報告と平成

り平成

のの減益となった経緯の説明があ

衛藤理事長も参

置について説明があり、倫理・プ

業規則改正事項、衛生委員会の設

離れた場所で業

加され、普段は

第一回

われます。
運営を行い 、内 部監査

る職員の交流にもなったように思

務に従事してい

年度

機能を確立させるため
に体制図を作成して、
法令遵守責任者と委員

理事会・
評議委員会
説明した就業規則の改

年

の選任を行い、承認さ

日 、平成

定について、藤本事務

方から有給休暇の扱い

５月

度第一回目の理事会・

年度事

れました。

年度事業総評、平成

長より説明が行われま

成

評議委員会が開催され
会議に先立って、平

について質問があり、

した。こ の中で理 事の

業計画について説明がありまし
みとして「地域の高齢者福祉の進

年度の監査を二名

る中で、計画の必達に向けて、よ

スを提供することが強く求められ

また、利用者の満足の高いサービ

の使命や役割を再認識すること。

年度決算報告を真田統

価 結果 の上で 、平 成

項も指摘事項なしの評

きました。いずれの事

の監事に行っていただ

り法令遵守体制の整

最後に、この５月よ

取得をしている旨の回

業規則に従い 、適 法に

労働基準法ならびに就

職員全体会議において

続いて先般行われた

正のない適切な事業所

り一層の情報開示と不

備・義務化に伴い、よ

答が行われました。
り一層の取り組みと情報公開につ

括施設長より行いまし

成

ました。

社会福祉法人ひまわり

平成

最後に得永ひまわり互助会長よ

研修が行われました。

ライバシー保護・個人情報保護の

りました。引き続き平成

年度就

度決算報告があり、過去三年間の

毎月二〇日発行 編集責任者

のある方等体調が思わしく

しております。また、発熱

よる手指消毒をお願いいた

スクの着用と手指消毒薬に

ためにも、面会の際にはマ

荘内での感染を予防する

増 して おり ます 。

ンフルエンザの感染者が急

関西方面を中心に新型イ

瑞雲荘からのお願い

（阿部）

はいえ、男 性にも見ら れることを
ら散歩やウォーキングなど運動す

で合成されます。日光を浴びなが

骨は一度出来上がるとそのまま
れば一石二鳥となるわけです。ビ

ご存じでしょうか。
の状態ではなく 、骨を 壊しては作
「毎日少しずつ作ることが大事」

タミンＤは大量にためておけず、

作るより壊す方が多くなると骨が
です。個人差はありますが、おお

る新陳代謝を繰り返しています。
減ります。
骨密度は
し、そののち
歳前後から急速

年度のひまわ

なら数分で済む計算です。高血

日、平成

21

40

ぼ一定ですが、

４月

り職員全体会議を行いました。
会議はスライドを使用して行わ

21

とめ、地域の関係機関との連携強

展に寄与するために社会福祉法人

21
た。

した。
年

20

20

に低下していきます。骨をつくる

社会福祉法人ひまわり理念

!!
^^

黒川清、松本俊夫「骨粗鬆症正しい知識と予防」
日本メディカル/1995より
骨粗しょう症ホームページ いいほね.jp
（http://www.iihone.jp）より引用

20

面会のご家族の皆様へ

た。その中で法人としての取り組

れ、まず、真田統括施設長より平

21

化を図っていく」と方針を示しま

20

21

14

全体会議
ひまわり職員
30

平 成 2 1 年 度
20

続いて藤本事務長より平成

20

http://www.we l-himawari.net
0978-52-2233

21

50
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・利用者のあるがままの姿を受入れ、見守り、優しく安らぎの
ある施設にします
・利用者の意思を尊重し、利用者の立場で考え、安全で
平等な援助に努めます
・地域の関係機関と連携し、地域福祉の推進と向上を目
指します
・社会で通用する接遇を修得し、利用者に明るく気持ちの
良い態度で接します
・日々向上心を持って、専門機能の研鑽に努めます

社会福祉法人

・利用者の尊厳を守り、敬愛の精神で接すること
・地域福祉の拠点となり、開かれた施設として地域に貢献
すること
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きつきの里 デイサービスセンター

【ドライブ】

ブに出かけましょうね。

れていた方も・・・。また来月もドライ

りの車内では心地よい揺れにウトウトさ

皆様はお買い物も大好きなようです。帰

とも不思議

では、なん

しておやつ

ました。そ

なこいのぼ
りが・・・
こいのぼり
こいのぼりどら焼き

の絵から浮
き出た

には皆さ

んビックリ、感動された様子で、「よぉ
考えたなぁ～見ては楽し、食べてはおい

」とビック

しい」とおっしゃり、ハナマル笑顔を頂
きました。
【おやつバイキング】
何種類ものお
やつをご自由に
バイキング形式

取っていただく

メインのおかずを二種類用意して、お
のおやつを行い

【セレクトメニュー】

ツツジできれいに彩られた山を眺めると
肉料理またはお魚料理のどちらかお好き
ました。おまん

竜巻地獄の近くから、ピンクや白色の
皆様からは「きれいやなぁ」「みんなと
な方を選んでいただくこの企画は、利用

楽しんで頂けたようです。

（前田・岩本）

るだけでも幸せやなぁ」などなど・・・

見るだけでおなかいっぱやなぁ」「眺め

リ！並んだおやつに圧倒され、「こりゃ

用者様は「今日は何事かい

くるおやつに利

ルト・・・出て

リー、お芋のタ

ドライブに出かけるのが一番楽しい」と

の 行

告

じゅうに柏餅、

【５月５日こどもの日】
この日の昼食は、こど
もの日にちなんでお子さ
まランチ。オムライスに
日本の旗が、かわい ぃ～
♪思わず「ニッポンバン
ザーイ」と大声を上げる

設

利用者様もいらっしゃい

施

した。また、水辺の遊歩道から見る景色

うことができまし

５月

雲

日

荘

（下岡）

日は「母の日」・・・「ありが

しする際、利用者様

プレゼントをお渡

ク）

ント。（エコバッ

用者の方々にプレゼ

ちを込めて今年も利

と う」の 言葉・ 気持

５月

【母の日のプレゼント】

いものを見せて頂きました。また来年も

時

も絶賛されていました。

日、

【避難訓練】
４月
よりホール内和室
からの出火を想定
した「避難訓練」
を行いました。慌
てることなく速や
かに避難誘導でき
た ので はな い で
最後に消防署員の

た 。最 高の 母の日 でした 。

からの思い出話を伺

り」を制作。

方々のご指導を頂き、今後の課題へと繋

しょうか。また、

「作品を、施設内に飾りましょう！」と

げて行きたいと思いました。皆さんご協

瑞

利用者様にもお手伝いして頂きました。

日～

力ありがとうございました。
【悠々と泳ぐ鯉のぼり見学】４月

した。
（山田・一丸）

様とても良い笑顔で

な ぁ」と 言 われ 、皆

「いい香りがする

「綺麗やなぁー」

も綺麗でした。

ピンク色の花でとて

だきました。今年は

母の日 にカーネ ーシ ョン を贈ら せて いた

【母の日】

まずは利用者様の手のひらに絵の具を塗
り、紙に手形を押します。出来上がった
手形を重ね、鯉のぼりの「うろこ」に見

りを見ては感動され、

し、悠々と泳ぐ鯉のぼ

ました。現地に到着

ネ」と声が上がってい

れもこれもきれいです

く、利用者様から「あ

中、つつじの花が美し

で足を運びました。道

大空を悠々と泳ぐ鯉のぼりを見に出か

日

立てての作品でした。一緒に楽しみなが

30

けましょう！ということで、行入ダムま

４月

!!

来たいですネ」など感想を頂きました。

報

者様にも好評です。「好きなの選べるか

素敵な笑顔で 、職
員も嬉しく思いま
した。その後、亀
川漁港にある 「潮
彩屋（しおさい
や）」というお店
で、魚介 類などの
食料品を見て回り
ました。買い物を

日～

事

プリンに紅茶ゼ

今月も厨房さんより、おもしろメニュー満
載。味や栄養バランスはもちろんのこと、色
彩や盛り付け、お出しする出し 方にもひと
工夫したりと、いろんな面から楽しませてく
れます。
らいいなぁ」とのお言葉を頂きます。

各

!?
10

三 楽 園 デイサービスセンター

４月

14

された方も多く、

【創作活動】
鯉のぼり手形

た。

端午の節句に向け「オリジナル鯉のぼ

24

のんびりと眺めていま

10

のぼりを見かけ、一年のうち
で最も快適な時期となりまし
27

??

５月に入り、暑いくらいの気候の日が続いて
います。お出かけ日和の中、新緑の季節を
満喫するため、別府へドライブに行きました。
ポカポカ陽気に誘われ、元気いっぱいで活
動的な皆様でした。
萌える新緑の季節となりまし
た。青空の中、雄大に泳ぐ鯉
ら出来上がった作品は最高の記念品でし
た。
【お接待】

てもよかったです。よ

ら・・・「今日は、と

ました。利用者様か

用者様と一緒に参拝し

待」行事が行われ、利

などを振る舞う「お接

市内一円で、お菓子

16
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