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　3 種類のムースから１つを選んで頂

き、飲物も 2 種類から選んで頂きま

した。温かい飲物とムースがおいし

かったと好評でした。

12 月 6日
おやつバイキング

　職員によるサンタや AKB60 の皆さ
んによる踊りを見て楽しまれていまし
た。職員も踊りに参加し大変盛り上が
りました。

12 月 20日
誕生日会＆クリスマス会

　今年最後の行事は恒例の餅つきでした。
利用者様のかけ声と共に職員がつきまし
た。利用者様も参加され餅をついたり、丸
めたりして、できたお餅をぜんざいで食べ
ました。

12 月 27日
餅つき

～いちご（苺）～
　苺は美味しいだけでなく、ビタミンCが豊富な果物です。
　5～ 10 粒で一日に必要なビタミンCを摂取する事ができます。
　以前は「女峰」や「とよのか」が主流でしたが、近年では、「とちおとめ」や「あまおう」・
「紅ほっぺ」など、より甘みの強い苺が主流になっています。

　苺は、17 世紀頃にフランスやベルギーなどのヨーロッパ地方で初めて栽培されました。
　日本には 18 世紀頃にやってきましたが、当初は、苺の真っ赤な色が「血を連想させる」として、食用と
してではなく、観賞用として普及していたそうです。
　日本で本格的に苺の栽培が始められたのは、明治 5年頃からですが、昭和になってようやく食べられる様
になりました。

　苺の見分け方は、果皮のツブツブがくっきりしていて、ヘタが青くて元気な物や表面に傷がなく、ツヤの
ある物を選択しましょう。
　果皮の濃淡は品種によって異なりますが、赤が均一で鮮やかな物が良いでしょう。

　苺はヘタとは反対側の先端の方が、糖度が高いのでヘタを取って、ヘタ側から食べると最後まで甘みを感
じる事ができます。
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　苑内で初詣を行ないました。お手製の神棚に職員が扮した神主さんと一緒にお参りを行い、おみくじをひいていただきました。大吉から小吉までありましたが利用者さんには今年も 1 年健康で過ごしていただきたいですね。

1 月 10日
初詣

　本日は 1 月誕生月の利用者さんの誕生日会を行ないました。
また、ボランティア団体のマーガレット様にも来苑していただ
き、オカリナとギターの演奏をききました。演奏中しっとりと
した時間を過ごすことが出来ました。普段なかなか聞くことが
出来ない楽器なのでとてもよかったです。

1 月 17日
1月誕生日会

　大人気のおやつバイキングを行ないました。

今月は、練り切りと羊羹と和菓子の 3 種類か

ら選んでいただきました。どれにしようか悩ま

れていましたが、どれも味が最高で喜ばれてい

ました。

1 月 27
日

おやつバ
イキング

　職員が扮したに対して「鬼は外・福

は内」と豆を投げ、厄払いを行ないま

した。たくさんの福が三恵苑の皆様に

ありますように……

2 月 3日
豆まき

　とろけるプリンかチョコプリンのど
ちらか選んでいただき、おやつを摂取
していただきました。豆乳プリンに
なっていてどちらも美味しそうでし
た。「もう少しほしいね」「美味しかっ
た」等々ありました。楽しい時間を過
ごすことが出来ました。

2 月 14日
おやつバイキンキング

　2 月誕生日会を行ないました。ボラ
ンティア様のジャンプ・パフォーマン
ス・カンパニー様にも来苑していただ
きました。小学生・中学生・高校生の
3 名来ていただき音楽に乗っての踊り
を披露していただきました。初めて見
ることで利用者様もびっくり興奮して
いました。

2 月 24日
2月誕生日会
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＊＊＊　花粉症について　＊＊＊

今や 4人に一人が花粉症。どのようなメカニズムで花粉症を生じているのでしょうか。
花粉症の症状は、風邪症状に似ています。そのため花粉症であるにもかかわらず、風邪と思い込み症状を悪
化させてしまうことも。花粉症に特有な症状を知り、おかしと思ったら、早めに医師の診察してもらい、症
状の軽いうちに治療しましょう。

花粉症の原因植物
樹木と草木で、日本では約 60種類あり、
主なものは、スギ・ヒノキ・カモガヤ
・ブタクサ・シカランバ・ハンノキな
どです。
本州、四国、九州では、一番の原因植
物はスギとヒノキとされています。

花粉の飛散時期
スギ花粉は、九州、関東では、1月下旬。
関西では 2月上旬から飛び始めます。
花粉の飛散時期は多少異なるので、テレビ、新聞、インターネット上の花粉情報にも注意して下さい。

生活上の注意点
花粉の飛散シーズン中には、花粉症の症状悪化を防ぐため、できるだけ花粉に接触しないよう工夫しま
しょう。
①花粉を室内に持ち込まない→外干しの洗濯物は付着した花粉を払い落としてから取り込みましょう。花粉

の多い日は、花粉侵入を防ぐため、窓やドアを閉めておきましょう。こまめ
に室内を掃除しましょう。

②外出時の注意点→マスク、スカーフなど着用し花粉の目や鼻への侵入を防ぎましょう。
③帰宅時の注意点→玄関に入る前に衣類に付着した花粉を払い落とし、手洗いや洗顔、うがいを行い花粉を

洗い流しましょう。
※睡眠を十分にとって体調を万全にストレスはためないように心がけましょう。
　症状が出てしまったら、早めに医師の診察を受け、自分にあった治療法で花粉症を治療しましょう。

三恵苑総合事務所
職員紹介
Vol. ７

Ｑ．お名前を教えてください。

Ｑ．なぜ介護支援専門員をしようと思いましたか？

Ｑ．実際してみてどうですか？

Ｑ．ストレスの発散方法は何ですか？

Ｑ．あなたのお仕事は何ですか？

Ｑ．介護支援専門員をする前はどんなお仕事をしていましたか？

Ａ． 児玉奈美と申します。

Ａ．かもめ居宅支援事業所で介護支援専門員をしています。

Ａ．新しい事にチャレンジしてみたかったから。

Ａ．思っていた以上にとても大変です。でも施設の経験しか
　　ない私には全てが新鮮で、とても勉強になっています。

Ａ．仕事と家庭以外でちょっとだけ自分だけの時間を作ることです。
　　友達とランチに行ったり、ママさんバレーで体を動かしてスッキリしています。

Ａ． 三恵苑で介護の仕事をしていました。
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レクレーションの様子

年明けには毎年恒例の初詣、神主・獅子舞
に職員が扮し「祝詞」を読み上げ皆さんの
無病息災を祈念しました。　

カレンダー作り・福笑い・風船バレー

節分には、「福は内・鬼は出てけ～」
力いっぱい豆を投げ付けました。　

気楽亭では、雛祭に向けて、雛人形を作りました。
小さい風船に切った紙を何層にも貼り付けていき、最後に青かピンクの紙と飾りを貼ってお内裏様、
お雛様に分けていきました。作品は三恵苑内各所に置いて、通る方々が眺められていました。
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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。

　医療・介護の同時改定があり、我々介護現場
に求められることも多様化してきています。施
設内だけで無く、地域との関係を深め在宅支援
を行なっていく必要があります。地域活動にも
積極的に参加していける 1年にしたいと思い
ます。

編集担当Ｓ

行事予定 4 月～ 6 月

紙芝居（毎月第３土曜日）・おやつバイキング（毎月１回）

4月

花見ドライブ
（２日間を予定。日程調整中）

誕生日会　（日程調整中）

5月 誕生日会　（日程調整中）

6月
ショッピング（日程調整中）

誕生日会　（日程調整中）

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）

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


