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三恵苑総合事務所
職員紹介　Vol. ６

Ｑ１．お名前を教えて下さい。

Ｑ４．それまではどんなお仕事をされていましたか。

Ｑ７．これからどんなケアマネをめざしたいと思っていますか。

Ｑ５．ケアマネジャーをめざしたきっかけを教えて下さい。

Ｑ６．ケアマネをやってみてどうですか。

Ｑ２．今はどんなお仕事をされていますか。

Ｑ３．いつから介護支援専門員になられたのですか。

Ａ． 熊谷香恵と申します。

Ａ．かもめ居宅介護支援事業所で介護支援
専門員をしています。

Ａ．グループホームで介護をしていました。

Ａ．旅友人が居宅のケアマネジャーをして
おり憧れと好奇心がきっかけです。

Ａ．聞いた話とは違って大変ですがやりが
いのある仕事だと思います。

Ａ．何か質問されても直ぐに答える事ができる先
輩方のような主任ケアマネになりたいと思います。

Ａ． 平成 23 年です。

　新年明けましておめでとうございます。
　医療・介護を取り巻く環境は、７年後には、４人に１人が 75 才以上という超高齢化社会を迎えるにあたり、
今年は医療と介護の同時改定の年となります。
　まさに、医療と介護が連携し、要介護者にならないように健康づくりを行い、住み慣れた地域でその人ら
しい生活を送り、最終的には死にゆく人を地域で看取るという地域包括ケアシステムが本格化していく年で
もあります。
　昨年、私たち三恵苑は、在宅強化型老健施設となり、リハビリ機能を充実し、在宅復帰と在宅医療を支援
し、その中心的役割を果たすことになりました。
　私たちは、「家族は地域の入口」をモットーとし、地域との連携を深め、利用者及び家族のニーズに沿っ
た在宅支援を行うことを目標にしています。
　入所者の方あるいは年をとったら、老人保健施設 三恵苑で過ごしたいと思われる施設になりたいと思っ
ています。　
　杏仁会の皆様のお力を頂き、病院をはじめ、関連施設の益々の発展を祈願し、私の新年のご挨拶とさせて
いただきます。
　皆さん、今年も宜しくお願いします。

新年挨拶　　　　　　　　　　　　　施設長　春田祐郎

事務所　あけましておめでとうございます。
　私たちは、周りの人の喜びと感動を生むことを目
指して毎日多くの人と出会いを重ねてます。
　ただ、それは“モノ”や“カネ”によって生まれ
るとは限りません。
　私たちには、人と人をつなぐ、心を通わせる“言
葉”を持っています。そして、心を豊かにする“笑顔”
を持っています。
　みなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。

デイケア　あけましておめでとうございます。
　皆様と楽しく過ごしていける環境をつくっていき
ます。
　本年もよろしくお願いします。

看護　あけましておめでとうございます。
　今年も一年利用者様が、健康で楽しく過ごしてい
ただけるよう体調管理を行っていきたいと思います。

リハビリ　安心した在宅・施設生活が送られるよ
うに、生活機能の維持・向上をめざし今年も取り
組んでいきます。

介護　あけましておめでとうございます。各部署
と連携して在宅復帰を目標に取り組んで行きたい
と思います。本年もよろしくお願いします。

栄養科　皆さんに美味しく・全量食べて頂ける食
事を提供します。

各部署年頭挨拶
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　パイナップルゼリーとはちみつレモ
ンのゼリーの２種類から１つを選んで
頂きました。「おいしかったね」と笑
顔で話されていました。

　毎年恒例の夕涼み会を開催しました。今年
は魚釣りゲームやじゃんけん大会など楽しま
れました。おやつはドリンクバーとアイスを
食べられ「おいしかったね」と話されていま
した。

　誕生日会と敬老会を一緒に行いま
した。うきしろハーモニカの皆さん
によるハーモニカ演奏や利用者様と
一緒に歌を歌ったりしました。ハー
モニカはとてもきれいな音色でした。

９月２日
おやつバイキング

10 月４日
おやつバイキング

11 月４日
誕生日会

９月９日
夕涼み会

10 月 18 日＆ 21 日
秋のドライブ

11 月７日＆８日
広島大学付属中学校来苑

誕生日会・敬老会
誕生日会

10 月 28 日
誕生日会

11 月 11 日
おやつバイキング

11 月 15 日
運動会

　職員がお抹茶をたてたものと利用者様
に４種類の和菓子から選んでいただき楽
しんでいただきました。今回は４種類か
ら選ぶと言うことで利用者様も「どれに
しよう」と悩まれていました。食堂に
紅 葉 の 花 も
セットして普
段とは違う雰
囲気で楽しむ
ことが出来ま
した。

　天候にも恵まれ職員と利用者様
とポポロに行ってきました。紅葉
の下でお茶とお菓子を食べてきま
した。家族の方にも参加していた
だき楽しむことが出来ました。

　10 月の誕生日会を行いました。ボラ
ンティア団体のレイフラワー様にも来苑
していただき踊りを披露されました。
　普段あまり触れることの出来ないハワ
イアンテイストで利用者様も体を動かさ
れ楽しまれていました。

　誕生会を行いミハラアンサン
ブル様に来苑していただきまし
た。たくさんの楽器をもってきて
いただき演奏していただきまし
た。迫力満点の演奏で利用者様も
興奮して見入っていました。
　なかなか楽器の演奏を聴く機
会がないので良い時間を過ごす
ことができました。

　広島大学附属三原中学校の９年生の生徒さんが来苑され
利用者様に踊りや歌を披露していただきました。また午後か
らは利用者様と生徒さんでグループに分かれて生徒さんが考
えてきてくれたテーブルゲームを行いました。利用者様は生
徒さんを孫を見るように優しい表情で楽しい時間を過ごされ
ていました。

　本日はカボチャのタルトと栗のムースから選んでいただき
ました。どちらも美味しそうでどっちにしようか利用者様も
悩まれていました。「美味しかったね」「もう少し欲しかった
ね」と言われていました。

　食堂で運動会を開催しました。両科長の選手宣誓から始まり
利用者様・職員で紅白に分かれ体操・玉入れ・バトン渡し・仮
装リレー等々を行いました。興奮して「イケーイケー」と利用
様からも声が出ていました。また職員が行う仮装リレーではさ
まざまなキャラクターのぬいぐるみに着替えレースを見て大笑
いされていました。皆さん一緒になって楽しい時間を過ごす事
が出来ました。
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ビタミンＣ
＊ウイルスや細菌に対する抵抗力を
つけ、風邪を予防します。
＊食後に食べる事で、ビタミンＣの吸
収率がアップします。

　　　　　  冬の定番～みかん～

寒さが身にしみる季節となりました。

　冬は、インフルエンザやノロウイルスによる感染性胃腸炎などのウイルス・細菌
による感染症が流行する季節です。冬に感染が増えるのは、空気が乾燥してくると
くしゃみや咳の飛沫が小さくなり、飛沫に含まれるウイルスが遠くまで飛びやすく
なることで感染が広がり感染のスピードも速まります。

　お口のケアついて
　のどや鼻の中は粘膜で適度に湿っていてウイルスなどの侵入を防ぐ役割をしてい
ます。冬は、のどの粘膜が乾燥して傷むため、ウイルスが体内に侵入しやすくなっ
ています。また、歯垢や歯石、舌苔などお口の中が汚れていると細菌が増殖します。お口のケアで口の中を
清潔にすること合わせて手洗いうがいも徹底して行うと効果的です。
　
　入れ歯を外した後のお口のケア
　口から外した入れ歯のお手入れは、残っている歯や歯肉、舌などのケアは衛生面、長持ちさせるためにも
大切です。入れ歯と接している歯肉や上あごには食べかすや細菌などが付き放っておくと口内炎等の原因に
なります。入れ歯を外した後は、口をすすぎ、柔らかい歯ブラシで歯肉、舌、上あごをブラッシングし入れ
歯の汚れもしっかり落としましょう。
　また、噛むことはとても重要です。
　食事をおいしく味わうことは、楽しい人生を送ることと同様に、全身の健康状態を維持回復します。

　咀嚼（噛むこと）のすばらしい効果
ガンを予防・認知症予防・糖尿を防ぐ・虫歯にならない・口臭を防ぐ・骨粗鬆症の予防
姿勢がよくなる・アトピーを防ぐ・視力がよくなる・積極的な性格になる・内臓が若返る
食欲が増す・肥満予防

　インフルエンザ・ノロウイルスの流行期となり、利用者様の体調管理および施設の環境整備を

行っています。咳・くしゃみなどあればもちろんですが、咳エチケットとして面会時にはマスク

装着のご協力をお願いします。１階事務所前に、マスク販売機を設置しております。

　今後も、感染拡大防止に職員一同努めていきます。ご協力よろしくお願いします。

皆さんにとって、冬の定番果物は何でしょうか？
「みかん」と思われる方も多いと思います。
みかんは栄養価が高く、特に豊富に含まれている「ビタミンＣ」は、
この時期に食べて頂きたい栄養素の一つと言われます。

食物繊維
＊コレステロール値を下げる作用や便
通を調える効果が期待できます。
＊特に、みかんの白い筋には、食物繊
維が豊富な為、なるべく取り除かずに
食べるのがオススメです。

β－クリプトキサンチン（色素）
＊体内の免疫機能が活性化する効果が
あり、発がん物質から体内を守る効果
もあります。

ヘスペリジン（ビタミンＰ）
＊毛細血管や血流の改善効果があり、
冷えの改善になります。
＊みかんの皮や白い筋に豊富に含まれ
ています。
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季節の作品

レク活動
学生によるレクレーション☆
三原テレビさんが取材に来られました！

敬老会
さつま芋のきんつば作りや
職員による歌と踊りで楽しんでいただきました ^^

気楽亭では、クリスマスに向けて紙粘土でクリスマスツリーや、新聞紙と毛糸を使いリース等を作りま
した。
ツリーは型紙に沿って形を作ったあと、色を付け、飾り付けし、皆さん個性的なツリーができました。
リース作りは新聞紙を丸めて輪を作り、一生懸命にその周りに毛糸を巻き付けて作られました。

デイサービスさぎうらとビデオ
通話を利用した最新合同レク♪

福笑い完成品 ^^
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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-matuohp.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-matuohp.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。本年も
よろしくお願いいたします。
　新たな１年を迎え自身の今年の目標を決めまし
た。今年１年をかけて目標に向かって取り組んで
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10日 初詣

１月27日 誕生日会

２月 節分（日程調製中）

２月 誕生日会（日程調製中）

３月 ひな祭り（日程調製中）

３月10日 誕生日会


