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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』』』』
お花見特別食
・桜寿司
・かつおのたたき
・筍木の芽和え
・胡麻豆腐
・白桃羊羹

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
支援相談員 南地 ・久木野
通所リハビリテーション
（デイケア）担当 住岡・清水

『お花見日和です』

花見の花は多けれど
花見の花は この月の月なり
Ｔ・Ｆ 様

今日いけし
花は桜を手に持ちて
何か楽しく 校門を出る
Ｎ・Ｈ様
学生時代作

『『『『おおおお花見会開催』』』』
春光うららかな好季節。
三月三十日。
曇りのち雨の天気予報の中
、皆の気持ちが天に届いた
かのような暖かな日でした
。
時折日が差し、朝方はまだ
四分咲きだった一本の桜の
木が、私達がお花見してい
るのを喜んでいるかの様に
、七分咲き程まで花開いて
くれました。
感動の余り涙をこぼす方や
うっとりと桜の花に見入る
方、俳句を謳う方、昔話を
して下さる方など、とても
喜こんでいただけました。
ご入所者様の素敵な笑顔の
花が沢山咲きました。
そしてお昼から数名の利用
者さんと念願の外出レク！
念のためにしっかり防寒対
策し、浄水場の桜を見にお
出かけしました。
お花見の後には、お花を生
け、皆んなでお茶会を楽し
むなど、とても有意義な一
時を過ごして頂けた、桜日
和の一日でした。
介護 北村 恵美

ホームページアドレス
http://www.cyoseien.jp

『『『『花粉症のおはなし』』』』
薬があります。
薬には、内服薬（錠剤・口腔
内崩壊錠・粉末剤・顆粒・カ
プセル）、点眼薬、点鼻薬が
あります。
今、他の病気で飲んでいる薬
があったり、体質から飲んで
はいけない薬がある場合もあ
ります。
薬の飲み合わせについては薬
局の薬剤師に相談してみまし
よう。
私は、この十年間スギ花粉症
で、毎年耳鼻科に通っていま
す。
去年はスギ花粉の時期が過ぎ
ても治まらずでした。
採血でアレルギーの原因は調
べられます。
再度調べるとヒノキもあると
分かりました。
診療所でも簡単に調べてもら
えますので、長期になり悩ん
でいる人は受診してみること
で原因が分かって納得される
かもしれません。
看護 竹内 多加子

『春の匂いが漂う特別食です』
編集後記 新年度が始まり早やひと月近くが過ぎました。
ゴールデンウイークも間近です。そして平成が終わり、い
よいよ『令和元年』がスタートします。広報委員会も新メ
ンバーと共に新たな気持ちで取り組んでいきます。（Ｏ）
発行 医療法人 西浦会
介護老人保健施設 長生苑
℡０６‐６９０８‐７７７０

にも邁進する所存です。
現在、長生苑は基本型老健
とのことで、今後、施設の
方針である『強化型老健』
を目指して取り組みをして
いきます。
施設での『看取り』も実施
出来るようにしていかなけ
ればなりません。
五月一日より元号も改元さ
れ『令和』になります。
それを機に私も長生苑とと
もに新たな人生をスタート
させていきたいと思います
。私は団塊の世代です。
そして、その世代が私も含
めて後期高齢者となります
。
老健の役割はますます重要
となります。
今後も地域に根ざした施設
として、ご利用される方々
、ご家族様に満足して頂け
る介護サービスの提供を出
来るように職員一丸となり
実践していきます。
なにとぞ前任者同様格別の
ご支援ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。
施設長 多田 明央

『『『『新施設長挨拶』』』』

平成三十一年四月一日よ
り後畠施設長の後任とし
て『介護老人保健施設長
生苑』の施設長に就任い
たしました、多田明央と
申します。
誠に微力ではございます
が全力で取り組み全職員
とともに精励してまいり
ます。
老健の勤務は初めてにな
ります。
小児科医、内科医として
経験を積み、グループホ
ームでの訪問診療も携わ
ってきました。
これから主に全国介護老
人保健施設協会が主催す
る研修に参加して、老健
の管理医師としての勤め

花粉症は、アレルギー性疾患
の一つです。
花粉の原因となる花粉はスギ
・ヒノキ・ブタクサ・ヨモギ
・セイタカアキノキリンソウ
など、一年を通してさまざま
です。
口や目に花粉が入ると異物（
花粉）から体を守ろうとして
、くしゃみ・鼻水で外に追い
出そうとしたり鼻づまりで体
の中に入らないようにしよう
とします。
のどの腫れや、かゆみ、せき
・熱っぽさ、頭痛などの症状
で『あれ？かぜをひいたのか
な？』と分かりにくいことも
あります。
まず、『マスク』『うがい・
手洗い』などで、できるだけ
花粉を吸いこまないようにし
ましょう。
お酒や、たばこを控えたり、
食事や運動に気を配り生活習
慣を改善し、体の免疫力を高
めることも大切です。
病院に行くことが難しいとい
う方もいますが、薬局に市販

介護老人保健施設 長生苑
医療法人西浦会

医療法人西浦会 介護老 人保健施設 長生苑

発行日平成31
1年4月25日

第37号

長生苑ネットワーク
第37号

清水

聖也

『みんなで歌いました』

介護

りました。
演奏の終盤には、感動で泣いて
おられる方もおられ、素晴らし
い演奏会になりました。
今度も楽しいレクリエーション
の企画をしていきたいと思いま
すので、楽しみにしていてくだ
さい

『『『『アコーディオン演奏会』』』』

これから参加までの期間に、
今回の発表内容の更なるブラ
ッシュアップを進めていきま
す。
そして新年度を迎えた最初、
四月十二日には、各委員会新
メンバーによる平成三十一年
度活動方針発表会を行いまし
た。
各委員会新委員長が更なる業
務改善活動に邁進していきま
す。
支援相談員副主任
南地 章久

二月六日、アコーディオン演奏
者中村メイ様にご来苑頂き、二
階食堂にて『アコーディオン演
奏会』を開催しました。
ご入所者・デイケア利用者様と
たくさんの方にご参加頂けまし
た。
今回、中村様が演奏してくださ
った曲は、『ふるさと』や『青
い山脈』、『学生時代』等馴染
みのある曲ばかりで、アコーデ
ィオンに合わせ口ずさんでおら
れました。
演奏以外にもアコーディオン演
奏中の指使いや、アコーディオ
ン演奏者がよく挑戦する曲など
話して頂けました。
『そうなんだ』と関心を持って
おられる方もおり、アコーディ
オンについて知れる機会にもな

『『『『委員会年度末・・・・新年度テーマ発表会』』』』
三月二十二日、毎年恒例の年
度末委員会発表会が開催され
ました。
当苑では接遇委員会、身体拘
束・虐待防止推進委員会、レ
クリエーション委員会、福祉
用具委員会、褥瘡予防対策委
員会を設けています。
そして職員はいずれかに所属
の上、日々業務改善活動に従
事しています。
また年度末には全国老人保健
施設協会全国大会への参加コ
ンペも兼ねて、各委員会活動
の成果発表を行います。
この全国大会というのは年一
回、各地の介護老人保健施設
から職員が一堂に集う全国規
模の大会です。
業務改善活動などの成果発表
や、親睦を図る場として開催
されています。
今回は九州、別府で開催され
るとのことで、心なしか各委
員長たちの背中から、立ち上
る温泉の湯気のような気合が
見えるようでした。
そして熱のこもった今年の発
表会を制したのは、身体拘束
・虐待防止推進委員会。
『青い山脈の演奏です』

『みんな熱中しています』

四月十一日に開催されたかぼ
す♪では、絵はがきの先生に
ご来苑頂き、制作方法を指導
して頂きながらオリジナルの
絵はがき作りをさせて頂まし
た。
見本のイチゴやバナナを見な
がら楽しそうに和やかの雰囲
気で作成されていました。
出来上がったものはそれぞれ
に違いがあり、オリジナリテ
ィ溢れるものが出来上がりま
した。
ご参加頂いた方からも『初め
て作りましたが、上手にでき

『上手く出来ました』

よかったです。』と喜んで頂
けていました。
平成三十年六月より毎月開催
させて頂いている『おれんじ
カフェかぼす♪』ですが、少
しずつでありますがご参加し
て頂いける方が増えているよ
うに感じています。
地域の方々のご協力のあって
こそ開催できるかぼす♪。
これからも、皆様にご協力を
仰ぎながらかぼす♪を開催で
きたらと思っておりますので
よろしくお願いいたします。
ケアマネ 友永 貴子

『『『『おれんじカフェかぼす♪♪♪♪』』』』

『年度末の発表会です』

『美味しそうな葉っぱ』

コンテスト当日、会場入りす
ると『おー！』という声が聞
かれたものの、結果は百三十
三㎝で残念ながら今年も入賞
はできませんでした。
それでも初回が六十一㎝、二
回目が六十九㎝と年々長くな
ってきた事は嬉しいです。
来年もたくさんの方の協力と
愛情をたっぷりと受けた大根
で入賞できるようにと願いま
す。
アイルビーバック！
デイケア副主任
清水 庸子

『『『『‐‐‐‐デイケア便便便便りりりり‐‐‐‐守口大根』』』』
あれから一年、今年で参加三度目
となる『第七回守口大根長さコン
クール』が一月二十八日守口市役
所で行われました。
例年通り牛乳パックと木枠で育て
、出勤時に必ず目に入る大根に水
や肥料を与え、日々成長を感じる
日々。
ある日、アイムバック！と今年も
奴らが帰ってきて葉を食べられた
！虫や鳥だけでなく、職員や家族
様、業者の方からも『美味しそう
な葉っぱ！』と言われて慌ててネ
ットを張りました。

『百三十三㎝でした。』

