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『『『『施設のおいしい
『『『『入所・・・・短期入所・・・・通所
メニュー』』』』
利用状況について』』』』
平成二十九年七夕特別食
・五目寿司
・七夕素麺
・青菜とゆばの煮浸し
・七夕ゼリー

ただいま入所・短期入所・通所
の各サービスにおきましては、
速速速速やかにご案内できる状態とな
っております！！！！
通所リハビリテーション
（デイケア）につきましては、
無料体験をををを受付中です。。。。
その機会がございましたらぜひ
以下の担当者まで、お気軽にお
問い合わせ願います。
長生苑ホームページにつきまし
ても、ご参照願います。
入所・短期入所担当
城本・久木野・南地
支援相談 員

通所リハビリテーション
（デイケア）担当 住岡・清水

『 枝豆も美味し～い』

❝いこい❞では、様々なレ
クリエーションを皆様に提
供させて頂いています。
その中で、『園芸』を担当
しております私、城本から
報告させて頂きます！
色彩豊かな花々に囲まれ、
暑い日差しにも負けず、毎
『 今夏の収穫物』
日の水やりも頑張っていま
す。
どうして頑張れるのか？！
それは・・・。
花の楽しみだけではなく、
ご入所者様に季節物の野菜
や果物を食べて頂きたいか
らです。
今年は、ミニトマトや枝豆
、ししとう等がたくさん実
りました。
美味しく召し上がって頂い
ていまぁ～す！
介護支援専門員・
『 ミニトマト頂きま～す』
支援相談員 城本 和代

『『『『❝いこい❞園芸』』』』

編集後記 今年も猛暑を迎えることとなりそうです。
食中毒なども懸念される時期です。
体調管理に注意して乗り切っていきましょう。（Ｍ）
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『珈琲で一服』

『西浦会就労支援事業所
くらし工房けいはん』

ホームページアドレス
http://www.cyoseien.jp

『色鮮やかなメニューでした』

『『『『カビ対策について』』』』
えて、全ての部屋を通るよう
にしましょう。
エアコンがあれば、窓やベラ
ンダを閉め、除湿機能を利用
する方法も効果的です。
カビは一度発生してしまうと
除去するのは非常に難しく、
予防する方が簡単で合理的で
す。
カビ防止剤の多くはスプレー
式の薬剤で塩素系ではないの
で、キッチンや居室などでも
使えます。
また、浴室専用の噴射式の防
カビ剤などもあります。
但し、防カビ剤にはカビ除去
作用はないので、カビを完全
に除去した後で使用しないと
十分な効果を得ることはでき
ません。
また、カビはダニのエサでも
あり、カビの害に加えてダニ
の害をも誘発します。
家の中からカビを一掃するよ
う心がけましょう。
看護 高野 智世子

❝いこい❞外出カフェを
定期的に実施しており、
ご入所者様やご家族様か
らも大変ご好評をいただ
いております。
現在では、楽しみにされ
ている方が急激に増加し
ている状態です。
新規参加希望される方は
もちろん、『是非連れて
行ってあげてほしい』と
いうご家族様からの要望
、一度参加され、お会い
する度に『また行きたい
！』『次いつ行けるん？
』と待ち遠しくされてい
るリピーターもたくさん

『カフェを満喫中』

おられます。
出発前・移動中には季節
を感じる気候・守口市内
の風景の変化にキョロキ
ョロ。
到着する前にすでに良い
表情。
カフェ到着後は、皆様、
メニュー選びも真剣。
一口食べては食レポのよ
うなコメント（笑）、職
員も一緒にまったりした
談話タイムを過ごし、誰
もが楽しめる外出カフェ
です。
今後も随時計画していま
すのでたくさんの参加希
望お待ちしております。
事務次長 城本 充輝

『『『『長生苑サロン❝❝❝❝いこい❞❞❞❞外出カフェ』』』』

毎年梅雨の季節はカビが発生
しがちです。
今回はカビの危険を再度認識
し、カビの繁殖を抑える室内
管理を心がけましょう。
カビが原因で引き起こされる
病気は大きく分けて『アレル
ギー疾患』、『感染症』、『
カビ中毒』の三つの病気に分
類されます。
『アレルギー疾患』はカビの
胞子が原因で、主に気管支喘
息や鼻炎などが引き起こされ
ます。
『感染症』はカビが私たちの
体の組織に取り付いて引き起
こされるもので、水虫やタム
シなどが代表的な疾患です。
『カビ中毒』はカビが作る毒
性物質によって引き起こされ
るもので、細菌によるカビと
は異なり、食べた直後に症状
が出ることは少なく、慢性疾
患からの癌や肝臓・腎臓の障
害となって表れる場合もある
そうです。
カビを防ぐ方法は、湿気を除
去することですが、換気する
時には風の動線を家全体で考
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綱を持ったまま引きずられる
ほどの奮戦となりました。
続いて男性職員の対戦です。
役職など関係なく、本気の綱
引きが繰り広げられました。
結果、スコアは１対１でイー
ブン！『次の試合が最後の試
合、勝ったチームに十万点で
す！』とお約束の特別ルール
宣言！で両チームは再び本気
モード！勝ったのは僕たちの
チーム！喜びのガッツポーズ
！
入所者様皆様に楽しんでいた
だけるように頑張りましたが
一番楽しんでいたのは職員か
なぁ？と思いました。
介護 竹田 雅憲

『勝利の雄叫び！』

介護

清水

介護

裕也

勝美

『笑顔でチームケア！』

コミュニケーションを円滑に
図る事でご入所者様の信頼が
得られ、それが安心感にも繋
がると考えています。
ご入所者様に快適にお過ごし
いただくことを目的として、
引き続き明るく笑顔が絶えな
い空間を作り、目配り・気配
り・心配りに注意しながら、
心に寄り添ってお手伝いが出
来るよう、これからも全職員
で邁進していきます。
介護主任 藤本 剛也

久木野

中本

支援相談員

『どうぞよろしくお願いします』
『明るく元気に接して参ります』

『『『『新入職員紹介』』』』

聖也

当苑での介護職員数は非常勤
・派遣職員を含んで、男性職
員二十名、女性職員二十一名
の計四十一名です。
入所フロアは二階～五階とな
っており、二・三階と四・五
階の二グループでの担当制で
業務にあたっています。
ご入所者様のＡＤＬ（日常生
活動作）が違うのと同様に、
それぞれのニーズも異なる中
、お一人お一人が快適、且つ
安心して生活が送れるように
援助させて頂いています。
また、日頃の業務の中で、ご
入所者様のご要望にすぐ気付
けるよう、応えられるように
、視野を広げること（観察眼
）・チームケアを重視するこ
と・他部署との密な連携をと
ることの三点に特に注意して
います。
その上でご入所者様にあった
サービスが提供できるよう取
り組んでいます。
その為にも、個々の介護技術
の向上ももちろん大事ですが
、特に常日頃のご入所者様と
のコミュニケーションが一番
重要と考えています。

『『『『介護部紹介』』』』

『笑顔で頑張ります』

今年も新しい職員を迎えること
ができました。
これからもより一層のサービス
の質向上に努めます。
皆様どうぞ宜しくお願い致しま
す。

『もっと男前になりますよう
に！』も、こっそりと追加し
て、皆様と共に飾り付けを行
ないました。
色とりどりの短冊が、笹がし
な垂れるほど飾り付けられ、
デイケアルームの一角が華や
かに彩られました。
ご利用者様全ての願い事が叶
いますように・・・！
暑い日が続きますが、体調を
崩されない様に気を付けてお
過ごし下さい。
これからも色んな行事・催し
物を企画しておりますのでど
うぞお楽しみに！
デイケア田畑ひとみ

『飾り付けもご自身で』

『『『『長生苑運動会開催』』』』
去る六月十七日、暑い日でし
たが、もう一つ熱いイベント
長生苑運動会がありました！
最初に現れたのは金髪美（？
）女（？？？）のお二人。
次いで、準備運動に来てくれ
たのはこれまた美（？）女（
？？？）のチアガール！どち
らも個性的な方々でした。
演目は玉入れ、大玉転がし、
ピンポン玉リレーと玉、玉、
玉と続いていましたが、接戦
に次ぐ接戦！
そして、最後は綱引きです。
まず女性職員の対戦。
互いに『えー、無理やって～
』等と言い合いながら、いざ
対戦！
小柄な職員が勢いに負けて、

向日葵が日に日に背を伸ばすこの
頃、皆様におかれましてはいかが
お過ごしでしょうか。
デイケアでは今夏も恒例の『七夕
レクリエーション』を実施致しま
した。
まずはご利用者様お一人お一人、
思い思いの願い事を短冊に書いて
頂きました。
願い事は様々、
『家族皆が健康でありますように
！』
『昆布の味噌漬けが食べたい！』
『阪神タイガースが優勝しますよ
うに！』・・・。
ついでにデイケア男性職員のかね
てからの願望、

『『『『デイケア便便便便りりりり』』』』

『笑顔で協力プレー』
『短冊に願いを込めて』
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