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暑い夏もようやく過ぎて、秋の夜長を感じる季節となりましたね。秋から冬にかけ、インフルエンザ・ノロウ

ィルスなどの感染が増えてきます。一階出入口には手指消毒の機械を設置しておりますので、ご面会の前後に是

非ご利用をいただき、皆さんで感染予防に努めましょう。下記の順で約３０秒行うことが必要です。 

 

手指消毒の手順 

①手の平に消毒液を適量とります。 

②指先をもう片方の手の平でこすります。 

③手の平をこすり合わせます。 

④手の甲をもう片方の手の平でこすります。 

⑤指を組んで両手の指の間をこすります。 

⑥指先の腰と背を包み込んでしっかりとこすります。 

⑦親指をもう片方の手で包みこすります。 

⑧最後に両手首をこすります。 

食堂のテーブルが新しくなりました。 

今までのテーブルも良かったですが、今回新し

くなったことで、雰囲気も変り、今まで以上に食事

を楽しく、美味しく食べていただけたらと思っていま

す。以前のテーブルより、テーブルの高さが調整

できたり、足元が少し広くなりました。車椅子の方

もゆったりと使用できるようになっています。 

新調されたテーブルは、真新しさと清潔感があり

利用 

① 手の平に消毒液を適

量とります。 

 

② 指先をもう片方の手

の平でこすります。 

 

③ 手の平をこすり合わ

せます。 

 

④ 手の甲をもう片方の

手の平でこすります。 

⑤ 指を組んで両手の指

の間をこすります。 

 

⑥ 指先の腰と背を包み

込んでこすります。 

 

⑦ 親指をもう片方の手

で包みこすります。 

 

⑧ 最後に両手首をこす

ります。 

 

利用者の方達にもとても好評です。テラスから射しこむ明るい日差しと広々としたゆとり

ある空間でのお食事は、いつもの料理をより一層おいしいものにしてくれます。これからも

利用者の方達にご満足のいただける快適な空間を提供していきたいと思います。 
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野菜は、ビタミン・ミネラル（カルシウム・鉄・カリウム

など）・食物繊維などを豊富に含んでいます。 

ビタミン・ミネラルはｴﾈﾙｷﾞｰの代謝を助けたり、免疫力を

高めたりします。 

食物繊維は腸内の不要なものを排出してくれます。 

体の健康を保つ為に欠かせない栄養素を含んでいるのが

「野菜」です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．【チェストプレス】 

対象 両肩の筋肉(大胸筋、三角筋、上腕三頭筋) 

効果 肩関節機能の改善、呼吸機能の改善、起き上がり動作の獲得 

左右のグリップを持ち、それを前方へ真っ直ぐ押し出す事で、両肩周辺の筋肉

を使用します。 

６．【レッグエクステンション／レッグフレクション】 

対象 ﾚｯｸﾞｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ふとももの表側の筋肉（大腿四頭筋） 

ﾚｯｸﾞﾌﾚｸｼｮﾝ ふとももの筋肉（ハムストリングス） 

効果 ﾚｯｸﾞｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 歩行動作の改善、階段昇降の改善、立位保持の安定 

ﾚｯｸﾞﾌﾚｸｼｮﾝ 歩行動作の改善、階段昇降の改善、立位保持の安定 

レッグエクステンションは膝をまっすぐに伸ばし、足首前方の錘を上げる運動

を行います。レッグフレクションは逆に、錘に足を上げ、それを下ろすように

膝を曲げる運動を行います。 

 秋の季節をようやく感じられる様になってきました。季節の変わり目ですので、体調に気を付けて過ごしま

しょう。寒くなってくると身体を動かすのが億劫になってきますので、「運動の秋」に運動の習慣を身につけ、

冬も閉じこもる事無く適度な運動を心掛けましょう。 

 今回で、リハビリ室に設置してあるパワーリハビリテーション機器の紹介は最期になります。 

 

５．【チェストプレス】 

対象：両肩の筋肉(大胸筋、三角筋、上腕三頭筋) 

効果：肩関節機能の改善、呼吸機能の改善、起き上がり動作の獲得 

左右のグリップを持ち、それを前方へ真っ直ぐ押し出す事で、両肩周辺の筋肉を使用します。 

 

６．【レッグエクステンション／レッグフレクション】 

対象：レッグエクステンション：ふとももの表側の筋肉（大腿四頭筋） 

レッグフレクション：ふとももの筋肉（ハムストリングス） 

効果：レッグエクステンション：歩行動作の改善、階段昇降の改善、立位保持の安定 

   レッグフレクション：歩行動作の改善、階段昇降の改善、立位保持の安定  

レッグエクステンションは膝をまっすぐに伸ばし、足首前方の錘を上げる運動を行います。レッグフレクショ

ンは逆に、錘に足を上げ、それを下ろすように膝を曲げる運動を行います。 

 

 

残暑が過ぎ、過ごしやすい季節になりました。 

体調管理には気をつけていきましょう。 

野菜の主な働きは？ 

毎月恒例『ふれあい紙芝居友の会』の安国忠司

さんが手作りの特製紙芝居セットを持って来苑されま

した。「国さ～ん」と利用者の皆さんに大人気！毎月

変わる内容と素敵な語りで利用者の方も楽しみ

にされています。いつも楽しい紙芝居をありが

とうございます❤ 
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今月は“夏”真最中でアイスクリ
ームを振る舞われました。“苺”
“クッキーバニラ”“バニラ”の 3種
類です。皆さん真剣な目で選ん
でいました。なかなか食べる機会
の無いアイスクリームなので、スプ
ーンでひとすくいずつ味わいなが
ら食べられました。なかには、おし
ゃべりに夢中になってアイスクリー
ムが溶けて、急いで食べられる利
用者の方もおられて、楽しい時間
が過されていました。“夏”を感じ
られる時間でした。 
 

 

７月５日に７月の誕生会がありました。今回
は、初めて来所してくださったスターライトクラ
ブの皆様による水戸黄門と子連れ狼の劇と南
京玉すだれには急遽、新人職員も３名参加
し、緊張の中、技を披露しました。利用者の方
からも暖かい声援をいただきました。 

夕涼み会と毎月恒例のおやつバイキングが
併せて行われました。射的・ボーリングと楽しい
ゲームが盛り沢山！お菓子バイキングでは、甘
い物には目が無く、男女問わず好評です。９種
類のお菓子から１種類を選ぶのですが、皆さん
なかなか選ぶのに苦労されています。その姿を
見ると職員もほのぼのとする時間です。 

 

７月１２日におやつバイキン
グを行いました。フルーツ杏
仁・日向夏・マンゴーの３種類
のゼリーから１種類を選んで食
べていただきました。皆さん美
味しく食べられていました。 

今回の催し物は『子ども太鼓』で
す。日頃、子供達と接する機会が無
い利用者の方達も心待ちにしていまし
た。壇上では、誕生者の方達に三恵
苑からのプレゼントやお祝いの言葉を
頂き嬉しそうです。そして『子供太鼓』
の子供たちの登場です。演奏が始ま
ると太鼓の音の大きさにビックリした様
子です。でも、子供たちの一生懸命の
演奏に釘付けでした。演奏が終わると
利用者・職員の拍手喝采です。とても
満足した顔がみられた一日でした。 

７月２３日にそうめん流しを行いました。 
今回は、食事の時間ではなくおやつとして

皆さんに食べていただきました。また、例年
は、竹を使って行っていましたが、今回はそう
めん流し器を使用して行いました。 
皆さんが取りやすく、しっかり食べられたよ

うで「美味しかった」「沢山食べれたよ」と喜ば
れていました。 

やっさ保存会の皆さんによる “やっ
さ踊り”がありました。今年は台風の影
響で『やっさ踊り』は、中止されました
が、三恵苑のやっさ踊りは、開催され
ました。やっさの音楽が鳴り、やっさ保
存会の踊りが始まると入苑者と職員も
手拍子で迎え、“やっさ、やっさ”の掛
け声も自然に出ていました。職員も踊
りの輪に入り、催しを盛り上げていまし
た。残暑を忘れる時間でした。 
 

９月の誕生日会・敬老会の合同行事が行
われました。９月に誕生日を迎えられる人はプ
レゼントを貰い嬉しそうです。その後、『敬老
会』の始まりです。三恵苑代表が、お祝いの言
葉を贈りました。職員による歌と踊りがあり、敬
老会を盛り上げました。最後に利用者代表の
方から、お礼の言葉を頂き、職員一同、嬉し
かったです。 

 

  

が過ごされ
ていました。
“夏”が感じ
られる時間
でした。 
 

※行事終了後、 

適切な写真を使用します。 
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  今年は、雨の多い夏でした。広島市内では、土砂災

害もあり私達も災害について考えさせられました。発熱

や食欲不振などの方もおられましたが、水分補給や健

康観察を行い症状は改善しました。今後も、天候不順が

続くと予想されますので、引き続き利用者の方の健康管

理に努めたいと思います。また、秋に向けて衣服の調整

を行っていきたいと思いますので、季節に合わせた衣類

の準備をよろしくお願いします。       《看護科長》 

当施設での看護師の役割は、利用者の方の健康管理と日常生活援助です。医師

による定期的な回診を行い、日々の体調管理により利用者様の体調の変化にいち

早く気付けるように努めています。 

食事や入浴・レクレーションなど日々の苑での生活を

通して、介護職員と連携しながら利用者の方が笑顔で過

ごす事が出来るように援助しています。 

また、日常生活動作を低下させることなく過ごせるよ

うリハビリ科とも連携を図っています。 

私達は、利用者の方がその人らしく生活する事ができ

るようお手伝いしていきたいと思います。 

     

うリハビリ科とも連携を

図っています。 

私達は、利用者の方が

その人らしく生活する事

ができるようお手伝いし

ていきたいと思います。 
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医 療 法 人  杏 仁 会  

介 護 老 人 保 健 施 設  三 恵 苑 
℡:０８４８-６３-２３８８ / Fax:０８４８-６３-２３８８ 

E-mail✉:sankeien@mihara-matsuohp.or.jp 

ご意見・ご感想をお寄せください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月～12月の行事予定 

11月 19、26日 ド ラ イ ブ 
紅葉狩りにドライブ
に出かけます 

12月 24日 クリスマス会 
季節の行事を利用者
の方と楽しみます 

12月 27日 も ち つ き 
一年の終わりにもち
つきを行います 

毎月 1 回 

誕 生 会 
誕生月の方のお祝い
を行います 

おやつバイキング 
複数のおやつから好
きなものを選択 

紙 芝 居 
紙芝居友の会による
昔ながらの紙芝居 

その他、随時催し物が行われます 

 

ヤマダデンキ 

フジグラン 

三恵苑 
※松尾内科病院隣 

三原港 

三原市役所 

サンシープラザ 三原駅前市民広場 

イオン 

国道 2号線 至 広島 至 福山 

JR 三原駅 

※JR三原駅より徒歩 5分 

医療法人杏仁会 介護老人保健施設 三恵苑   

事業所 連絡先・受付時間 サービス内容 

 

介護老人保健施設 

三恵苑 

 

(入所・短期入所) 

 

☎0848-63-2388 

面会時間： 

7:30～20:30 

入所・短期入所 80 床。1 人部屋から 4 人部屋の多床室まで備えてい

ます。常勤医師・看護師により医療サポートも万全です。また介護福祉

士の資格を有するスタッフも多数配置されており、24 時間対応の看

護・介護サービスの提供を行っています。食事は厨房から専門の管理栄

養士が皆様の健康状態を考慮し、個々の食事形態に応じたメニューを提

供しています。リハビリスタッフによる機能訓練も実施しています。 

(通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ) ☎0848-63-2388 
ご利用時間： 
9:00～16:00 

定休日：日･祝日 

1 日定員 30 名。車椅子のまま乗車可能な大型送迎車や、狭い路地に

対応可能な福祉軽車両でご自宅まで送迎致します。主にリハビリスタッ

フによる機能訓練を行っています。三原港に面するバルコニーでのガー

デニングや知識豊かなスタッフによるレクレーションも行っています。 

 
かもめ 

居宅介護支援事業所 

☎0848-63-5598 
8:30～17:00 

※木曜日 12:30 迄 
定休日：日･祝日 

介護支援専門員による在宅ケアのご相談、介護計画書の作成など承り

ます。お気軽にご相談ください。 

 
高齢者相談センター 

三恵苑 

☎0848-63-6775 

8:30～17:00 

定休日：日･祝日 

市内南部地域における高齢者やご家族の方々から、不安や困り事の相

談を受けて関係機関と連携を取り解決を図ります。福祉相談など幅広く

受け付けています。お気軽にご相談下さい。 

 

今夏に発生した広島の大規模土砂災害、甚大な被害

を被った背景から現代への教訓が窺える。 

古来の伝承や言い伝えが語り継がれなくなり、軽視

される傾向にあり、人々の記憶から忘れ去られようと

していることが問題と考えられる。古来の人々は災害

が起こる度に次代へ伝える為に石碑や語り草、寺社仏

閣等の建造物を何らかの形で残してきた。 

目まぐるしい程の速さで変化する現代に、先人達か

らのメッセージを今一度見直さなくてはならない時

であると警鐘を鳴らしている。   【編集後記 O】 

 

        ボランティアさん募集！ 
当施設では定期的に行われる苑内行事にて催し物を行って

下さるボランティアの方を募集致しております。詳細は下記まで

ご連絡下さい。（行事係） 

※当苑の概要はインターネット上にて御覧頂けます 
http://mihara-matuohp.or.jp 

松尾内科病院 三恵苑 検索 
※ 本誌は医療法人杏仁会の個人情報保護方針に基づいて作成しています。 
※ 本誌内の写真・イラストは全て当施設職員により撮影・作成したものを掲載し
ています。 表紙写真：O 
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