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　新年明けましておめでとうございます。
　あっという間の一年が過ぎ、また新たな一年を迎えることとなりました。
　日の出は毎日の繰り返しですが、だんだんと光が空に差していく元旦の初日の出は、格別で一年
の始まりをあらためて感じる瞬間です。
　去年を振り返るとスポーツの世界は、私たちにたくさんの感動を与えてくれました。正月恒例の
箱根駅伝から始まります。青山学院大学が二年連続総合優勝し、注目されましたが、その原晋監督
は、広島県三原市出身と知り身近に感じました。
　野球の世界では、イチローが大リーグの記録であるピート・ローズを超えた！日米通算 4257 安
打を達成したニュースは、尊敬に値します。
　第 31 回夏季オリンピック　「リオ五輪」での日本人の活躍も目頭が熱くなりました。
　そしてなんといっても黒田投手の広島カープ復帰とカープの 25 年ぶりセリーグ優勝は、推計
331 億の経済効果を及ぼし、「神ってる」という言葉は、広島カープにとって最高の流行語となり
ました。
　一方、世間を騒がすニュースもありました。東京豊洲市場の“盛り土”がなされていなかった問
題は、信じられない出来事です。何よりも優先するべき安全性がなおざりにされる事実があること
は、耳を疑いたくなります。
　そして、まさかのアメリカ合衆国にトランプ大統領誕生です。歯に衣着せぬ発言は、白人のプラ
イドをくすぐり、ブルーカラーの苦境を理解してくれそうだと期待する「米国民の内向き志向」の
支持者とそれに反対する支持者で二分する事態となっています。
　日本の財政に目を向けると、介護費は年一兆円、医療費は年２兆円の増加ベースと推計され、医
療費の伸びが財政を急速に圧迫しており、医療費適正化計画のため、医療病床数の約 20％に当た
る 30 万床の減少、急性期病床約 30％に当たる 20 万床を回復期へ移動、慢性期も約 20％減少させ
る計画がすすめられています。平成 30 年３月 31 日までに介護型療養病床廃止が法律に明記されて
います。さらに、介護保険負担額の増加が検討されています。
　私達老人保健施設（老健）三恵苑は、ぶれることなく老健の理念のもとで、包括的ケアサービス
施設として、在宅復帰ができるように生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーション
を行い、家族の介護負担が軽減できるように、在宅生活支援と同時に、地域に根ざした施設になる
ようサービスの向上に努めたいと思っています。
　2017 年は、酉年の「にわとり」、明け方に鳴く鳥です。
　新年も一番に鳴く鳥のため縁起が良いとされています。今年も縁起良いスタートで、目の前の課
題にひとつひとつ着実に取り組んでいきたいと思います。
　新しい年が更に良い年になるよう祈念致しまして、私の新年のご挨拶とさせていただきます。

施設管理者　春田　祐郎

新年挨拶
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９月３日　おやつバイキング
コーヒープリンとイチゴのフルールから１
つを選んで食べて頂きました。コーヒー味
がおいしかったと普段はコーヒーを飲まれ
ない方も喜ばれていた。

11 月９日　誕生日会
11 月の誕生者を皆さんと一緒に拍
手で祝福しました。今回は正時ファ
ミリーの方に来ていただきました。
きれいな衣裳に華麗な踊りを目の前
に利用者さんもウットリされていま
した。

10 月 8日
おやつバイキング
今回はコーヒーゼリーかラフランスゼ
リーから１つ。飲物は昆布茶とレモン
ティーどちらかを選んでいただきまし
た。皆様「おいしかった。おいしかった」
と喜ばれていました。

９月 21 日　誕生日会
ボランティアグループ「ブルースカイ」
によるフラダンスを見て楽しまれました。
職員も一緒に踊り、利用者からたくさん
の声援と拍手をいただきました。なじみ
の職員も一緒に踊ったことで、とても喜
ばれていました。

10 月 26日　誕生日会
三恵苑からプレゼントをお渡しする
と、利用者の皆様も喜ばれている
ように見えました。出し物は神田
ひょっとこクラブの皆様に来ていた
だきました。歌や踊りや楽しい時間
をみんなと一緒に過ごすことができ
て本当に良かったです。

11月 12日　おやつバイキング
大人気の月間行事のおやつバイキングを今月も開催しま
した。本日は紅茶のムースと
栗のムースの２種類から選ぶ
ことになりました。利用者さ
んは「どっちにしようかな」
と真剣に考えておられまし
た。「おいしかったね」「また
やろうねと」と皆様大変喜ば
れていました。

９月 14日　夕涼み会
毎年恒例の夕涼み会を開催しました。夕
涼み会を楽しみにしている利用者も多
く、今年はくじ引きやゲームなど楽しま
れました。おやつはかき氷を食べられ「お
いしかったね」と笑顔で話されていまし
た。利用者と職員一緒に楽しみました。

10 月 12日 ・ 19 日
秋のドライブ
両日共快晴でドライブ日和でした。今年も
三景園に行きました。紅葉を観賞され「あっ
ちにもつれてって」「きれいだね」等気持
ちも高ぶり喜ばれていました。秋空の下、
利用者さんと一緒におやつを飲んで帰りま
した。次回もいってみたいですね。

11 月 26日　運動会
初実施の行事。秋の大運動会を食堂内
にて行いました。水戸黄門体操・ボー
ル入れ・バトン渡し・職員によるボー
ルリレー・ラジオ体操。職員も運動会
と言うことでついつい熱くなってしま
う人もいました。利用者さんからは「い
けいけー」と応援もありました。

明けましておめでとうございます。

【七草粥について】
七草には、「春の七草」と「秋の七草」があります。
七草粥は、1 月７日に「春の七草」を炊き込んだ、お粥を食べる行事です。

「春の七草」は、1 せり　2 なずな　3 ごぎょう　4 はこべら　5 ほとけのざ　6 すずな（かぶ）
　7 すずしろ（大根）を指します。

この七草粥を食べると、邪気を祓い、生命力を高めて１年間、無病息災でいられるとされて
います。
古代中国では、１月７日に七種の菜を食し、無病息災を祈る習慣がありました。
これが、平安時代頃に日本に伝わり、宮中の行事として行われる様になりました。
日本にも、古くから、春になると野山に出て、若草を摘む「若草摘み」の習慣があり、これ
も合わさって、七草粥になったとされています。

施設でも、毎年、「七草粥」の提供を行っています。
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三恵苑総合事務所
職員紹介　Vol. ２

Ｑ１．自己紹介をお願いします。

Ｑ２．あなたの仕事内容を教えて下さい。

Ｑ３．日頃の業務で気をつけていることを教えてい
ただけますか。

Ａ． 三恵苑事務職員の金森民笑と申します。

Ａ． 入所者様、デイケアご利用者様、ショートステイご利用者様の利用料金の請求をさせていただいております。
この他にも外部との連絡調整、介護保険証や介護保険限度額認定の更新手続き、10 月には高齢者インフルエン
ザ予防接種の手続きなども行っています。

Ａ． ご家族様や相談に来られる方もいらっしゃるので、笑顔での応対を心がけています。忙しいときにはひと呼
吸おいて、物事に取り組んでいます。
気になることや分からないことなどありましたら、お気軽に声をかけてください。

冬場の過ごし方
乾燥する季節になりました。
冬の乾燥、気になりませんか？
冬はなぜ空気も肌も乾燥するのでしょうか。乾燥注意報が出るのも冬、肌がカサカサに
なるのも冬。季節の話をすると、冬になると太平洋側には乾いた風ばかり吹き乾燥します。空気が乾燥すれば、
体から水分が逃げていきます。
空気中の水分が減り、湿度が下がるにつれ、皮膚から水分を供給するような原理になっています。また、空気
が下がると体の機能が低下すると言われています。

注意したいこと
1. 空気が低下すると、皮脂や水分の分泌量が減少し乾燥肌になりがちです。乾燥こそ老化を進行させます。
　肌のカサカサ、かゆみ、ヒリヒリ、ひび割れ等、皮膚トラブルにならないように保湿を心がける。
2. 冬場でも、脱水症状に陥ることがあるので水分はこまめに取るようにする。
3. 冬場は体を動かしにくい時期でもあるため、血行も悪くなり血液がドロドロになりやすい。
　血管の病気・新陳代謝の悪化を制御できるように水分をきちんと補給すること。
　また、ストレッチ体操を行ったりして体を動かし、少しでも血行がよくなるようにする。
4. 喉も乾燥しやすい季節です。乾燥した喉にはウイルスが付着しやすくなります。
　外出後のうがいの習慣を！必要に応じて、マスクの装着を！
5. 暖房機器による空気乾燥もあります。冬場の理想的な湿度は、50％程度です。
　暖房機器を使用する際は加湿器など使い加湿を行うことも重要です
6. 腸は第 2 の脳とも言われる大切な働きを担っています。
　体を冷やすと胃腸の調子が悪くなります。冬場はなるべく体を暖かくして過ごしましょう。
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今秋の気楽亭では、春に行ったお茶会を再び開催しました。
職員がお茶を点て、利用者の皆様に配膳しました。
お茶席の経験者の方々は、「こうやって飲むんよ」「昔は私も習いに行ってたんよ」と話を
聴かせて下さったり、慣れた手つきでお茶やお菓子を楽しまれていました。
また、デイケアの利用者の方が、季節の花を生けてくださったので、飾らせていただき、
秋らしい雰囲気もでていました。

夕涼み会
童心に返り金魚すくいや
風船釣りを楽しまれました ^^

うちわ＆絵はがき作成
夏らしく涼しいアサガオのうちわと
秋らしい柿とりんごの絵はがきが完成しました♪

敬老会
デイケア職員による
・ひょっとこ踊り
・フラダンス
・オカリナとリコーダーの二重奏☆
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アクセスマップ

医療法人　杏仁会
介護老人保健施設　三恵苑

℡：0848-63-2388 ／ Fax：0848-63-1715
E-mail：sankeien@mihira-matsuohp.or.jp

ご意見・ご感想をお寄せください
　　　　　　　　　　　　

松尾内科病院　三恵苑 検索
http://mihara-matsuohp.or.jp

当苑の概要はインターネット上にて御覧頂けます

JR 三原駅

三恵苑
※松尾内科病院隣

三原駅前市民広場サンシープラザ

三原市役所

フジグラン

三原港
ヤマダデンキ

イオン

国道 2 号線至 広島 至 福山

ボランティアさん募集！
　当苑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）

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。

（通所リハビリテーション） ☎ 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リエ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。

※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され
ています。
※本誌内の行事写真は、職員により撮影したものを掲載しています。

　新年明けましておめでとうございます。今年度もよろ
しくお願いいたします。
　私事ですが、10 月に子供が産まれ、日々学ぶ事だら
けで、毎日新しい発見があります。振り返れば介護の仕
事を始めた時も、日々学ぶことがあり、毎日新しい発見
がありました。
　ベテランと呼ばれる年数になった今でも、発見が沢山
あります。これからも日々学んで、それを活かせるよう
努力していきたいと思います。　　　　　　編集担当 S

行事予定 １月～３月
紙芝居（毎月第３土曜日）

おやつバイキング（毎月１回）

１月７日 初詣

１月 28 日 誕生日会

２月４日 節分

２月 誕生日会（日程調製中）

３月４日 ひな祭り・おやつバイキング

３月 誕生日会（日程調製中）


