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年 頭 所 感  
医療法人社団 徳耀会 理事長 

 榎本 安行 

        明けましておめでとうございます。つつがなく新年をお迎えになられたことと、お慶び申し上げますとともに、一言 年頭の御挨拶 

        をいたします。 

       改めて、昨年の世界の動向を振り返りますと「アメリカ・ファースト」のトランプ大統領の政策により世界中の首脳が振り回され、

また、北朝鮮の核保有・ミサイル問題、ISのテロ拡散、EUへの中東難民の移動、各国極右政党の台頭etc、さながら、国内では、特に、地

方政治(東京都議会)・国政を見ると小池旋風に翻弄され「排除の言」での一言による自業自得の自滅。大変残念ながら、昔から、過去であ

れ未来であれ政治家の言は、重くあるべきだが、今の政治家たるや、なんと軽く、薄っぺらで、信念が無い、無責任、失言妄言が多く、真

に心に響かない！古来より孔子が政治を行う上で最も重要な事は、何かと弟子に問われ、孔子曰く、「何よりも優先し民からの信頼を得る

事である。」と(民信無くんば立たずの語源)。 

  また、日本国において経済界では、製品の偽装・データー改ざん等、日本製品の良き伝統文化の崩壊をも招いている。 

嘗ては、一世を風靡した世界の経済人より経済一流・政治三流・の言有り。今や政治経済すべてが三流か！いやはやである。 

  おしなべて当法人が運営する医療(鬱 ・不登校・発達障がいetc) 、介護(高齢者鬱・寝たきり介護対応etc) 

についても少子高齢化がますます進み難問山積である。しかしながら、難問解決に、より一層結果が 

出るまでやりきる覚悟であります。 言うまでもなく当法人としましては、引き続き、さらなる、 

医療・介護の充実・連携をはかり患者様、利用者様、ご家族様にご安心いただけるよう、職員一同一丸と 

なり常に努力し、覚悟を持って邁進する所存です。 

  最後に、本年が皆様にとって良い年となられ、我らの国日本が、平和で明るく、誰もが生まれ、育ち、生活 

する上で良かったと思える最良の国となることを国民の一人として祈願し、年頭のご挨拶といたします。 
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★12月のゆとりあ★ 

 
あけましておめでとうございます。新年を迎え、厳しい寒さの中風邪をひいていらっしゃる方が多いと思います。風邪は万病のもの、ひい

た時の対処法をお話しします。    

○ひき始め→温かい物を食べ、早めに寝る ○熱がある→食欲がなければ、水・お茶で水分補給。食欲が出てきたらジュースやスープで水

分を。卵豆腐やプリン・アイスクリームなどでエネルギー補給 ○のどが痛い→口当たりがよく、刺激の少ない物（香辛料は避ける） ○鼻が

詰まっている→鼻の通りをよくするため、温かい汁物や料理をとる。具だくさんの煮込みうどん、雑炊などおすすめ ○咳が出る→のど越しが

よく、とろりとした食感のものを。ゼリー・ポタージュスープ、茶わん蒸しなどがおすすめ。 

栄養ドリンクは１本100mlで800Kcal程度で食事の代用にはなりませんが、ビタミン類やアミノ酸の一部の補給はでき、あくまでも食事

の補助です。卵酒は卵の栄養価が高く、卵白の酵素リソチームが細菌を殺しアルコールで体が温まるなど言われ、科学的には有効性は実証され

ていませんが、お酒や卵が合わない体質でなければ試して良いでしょう。水分や栄養をきちんと摂り、温かくして十分寝るに限ります。 

今年一年も健やかに過ごされますことを願っています。 

     

歩くために必要な能力について 

 

  人が歩く際には様々な筋力やバランス感覚、体性感覚が必要

です。その一部が欠けるだけでも、スムーズに歩くことが困難

になります。 

＜筋力＞ 

 ・股関節周囲の筋力 

 ・膝を屈曲、伸展する筋力 

 ・地面を蹴る下肢の筋力 

 ・姿勢を維持する体幹の筋力 

 ・腕を振る上腕の筋力 

＜バランス感覚・体性感覚＞ 

 ・左右、上下のバランスをとる能力 

 ・身体の傾きを感じる平衡感覚 

 ・体重移動をスムーズに行うバランス感覚 

＜体力＞ 

 ・持続的に筋肉を動かすための体力 

  

  

 唾液には殺菌作用があり、唾液が少ない

と舌苔（舌の汚れ）も付着しだし口臭の原

因等にもなります。唾液をより分泌させる

には、舌の運動をしたり、お食事をよく噛

んで食べたりすることも大事ですが、趣味

や好きなことを行ったりすることでも副交

感神経が刺激されサラサラ唾液が出るよう

になります。明るく振る舞い体を動かすと

リラックス状態をつくるので唾液も出るよ

うになります。 

 年末年始、楽しく過ごして口腔内の健康

も保ちましょう。 

 

 

 

  

 新しい年が始まりましたね。今年も平穏な一年でありますよ

う祈りつつ、前々回の続き「乾燥肌をケアするための食事」につ

いて話したいと思います。 

 加工品やダイエットをしないに加え、大切な栄養素があります。

タンパク質、オメガ三系脂肪酸、亜鉛ビタミン類です。具体的に

は蛋白質においては卵・大豆・肉・魚、脂肪分が気になる方はプ

ロテインも効果的です。オメガSの青魚やエゴマ油は必須脂肪酸

ですが摂取が難しいためサプリメントの活用も薦められているよ

うです。ビタミン類の中でもB群はあらゆる物に含まれているた

め不足することはほとんどないと言われています。ビタミンCで

あるイチゴやパプリカ・キウイなどは熱や酸素に弱いのでなるべ

く生で食べたり、煮汁も一緒に食べる工夫をすると良いでしょう。

妊娠中の方は糖質を摂取しすぎることでせっかく摂取したビタミ

ン類の体内消費を促進させてしまうので要注意です。 

 乾燥肌をケアするスキンケアにはバランスの良い食事、偏食を

しないことが大切になってきます。基本的なことですが今一度見

直してみてはいかがでしょうか。 

 一月は大寒を迎え一年で最も寒い時期になります。バランスの

取れた食事と休息で元気に過ごしていきましょう！ 

 
   

 ドライマウスの原因は、エアコンに

よる冷暖房、ストレス社会、コンピュー

タ社会、TV視聴、口呼吸、よく噛まない

食生活、欧米型食生活などの生活環境の

問題とともに、ホルモンバランスの変化

も影響します。空気が乾燥する今の季節

は、喉や鼻の粘膜が乾燥し、風邪を引き

易くなったり、皮膚がかさついて痒みを

起こしたり、慢性の呼吸器感染症を起こ

しやすくなります。 他、口腔が乾燥する

ことで口腔内の菌が多くなり、虫歯や歯

周病にかかりやすくなったり肺炎のリス

クも増えますので、うがい手洗いをして、

こまめに水分を摂ったり、マスク等で乾

燥対策を行いましょう。 

 

 
  

 

     今月のスタッフ 

  

 クリスマス会にてサン

タの仮装をして皆様にプ

レゼントをお渡ししまし

た。 

 皆様喜ばれていました。 

 

 ・・・横尾です・・・ 

 

 

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 穴沢理学療法士 

田中看護師 在宅往診部 永島歯科医師 先生 在宅往診部 土本歯科衛生士 

クリームシチュー作り 絵馬作り 

クリスマス会 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

元旦 カルタ作り 犬の絵（コマ作り） 正月遊び 書初め
おせち料理

7 8 9 10 11 12 13
正月遊び 成人の日 内科検診 口腔ケア 羽板で楽しもう大会

14 15 16 17 18 19 20
誕生日会 心療内科（２Ｆ） ボランティア 絵手紙 口腔ケア 豚汁作り（２Ｆ）

絵手紙

21 22 23 24 25 26 27
ボーリング大会 心療内科（３F） 内科検診 口腔ケア ハーモニカボランティア 豚汁作り（３Ｆ）

28 29 30 31
歌の会 心療内科（２Ｆ） 買い物ツアー

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

1,January,2018

医療法人社団徳耀会  

グループホーム  ゆとりあ 

120-0003 足立区東綾瀬3-13-11 

http://www.tmhc.jp/ 

℡ 03-5616-1094 fax 03-3605-1092 

平成30年発行 

第１38号 

  

  あけましておめでとうございます。 

 昨年は、ご家族様はじめ、関係者様皆々様に御支

援・御協力を賜り、誠にありがとうございました。本

年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 昨年１２月に新しく２名の利用者様が御入居されま

した。ＧＨゆとりあの生活に慣れて頂きたいと存じま

す。スタッフ一同心をこめて御支援させて頂きたい

と思っております。 

 利用者様、お正月２日から、コマ作り・カルタ・福笑

い等に挑戦、昔、子供の頃を思い出しながら楽しん

で頂けるようにスタッフが計画しました。また、６日

は書初めがあり、作品については、利用者様の生活

の場（リビング）にて掲示させて頂きます。御家族様、

来訪時御覧くださると有り難いです。  

  
ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

がんもの煮物 巣ごもり玉子 赤ウインナーソテー ほうれん草の平焼き 海鮮豆腐ステーキ じゃがべーバーグ イカ団子の含め煮

白菜の和え物 青菜の胡麻風味 ポテトサラダ ゆかり和え ピーナツ和え 錦糸和え 菜の花昆布茶和え

野沢菜昆布 しその実山菜 葉唐割干し のり佃煮 きのこ三昧 白花豆 梅肉千切りザーサイ

御飯 お赤飯 御飯 すき焼き丼風 御飯 御飯 御飯

お吸い物 お吸い物 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁

カレイの味噌バター マグロ三種盛り タラのにんにくソテー 茄子の有馬和え シイラのみりん焼き アジ&ホタテフライ チキンチャップ

里芋と豚肉の煮物 紅白さつまの煮物 里芋の洋風煮 白花豆 刻み昆布の煮つけ 大根と揚げのだし煮 しらす和え

しば漬和え 千草焼き きゅうりサラダ かぶの柚子風味 玉ねぎ人参マリネ 根菜のごった煮

おやつ ケーキ・レモンティー 青りんごゼリー カステラ ロールケーキ あんドーナツ ウエハース おせんべい&チョコレート

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁

五目玉子焼き 鶏肉と長芋の炒め 豆腐とねぎの山椒炒め サワラの土佐漬 豚肉と野菜の煮込み 鶏肉のしぐれ煮 豚肉のソース炒め

牛肉と大根の煮物 きのこの炒り煮 ブロッコリーサラダ 刻み昆布の煮付け 菜の花の和え物 えび二ラもやし炒め チンゲン菜の和え物

小松菜のお浸し 彩りひじき 中華ワンタン煮 菜の花の辛子和え 金平ごぼう 海藻サラダ 茶巾しぼり

カロリー １478ｋｃａｌ 1509ｋｃａｌ 1439ｋｃａｌ 1440ｋｃａｌ １３６１ｋｃａｌ １３７１ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

Ｓさん
クリスマス会に参加されて皆様とイベントを一緒に楽しまれ
ました。

Ｋさん
アリオへ買い物に行きたいとの訴えあり、「年明けたら行く
ように企画しますね」と言ったら安心されました。

Ａさん
一時期腰をいたがってらっしゃいましたが、最近は元気に廊
下を往復していらしてます。

Ｋさん 歌の会でスタッフと一緒に手拍子してくださいました。

Mさん
12月からゆとりあへ入居されました。一日も早くなれるよう
支援してまいりたいと思います。

Tさん
12月からゆとりあへ入居されました。とても穏やかな方で食
器洗いや盛り付けなど皆様と協力して手伝ってくださいま
す。

Ｋさん 最近はご飯の盛り付けなど積極的に動いてくださいます。

Ｗさん
クリスマス会に参加され、皆様と協力して会を盛り上げてく
ださいました。

Ｙさん
二階に移動されてから数か月経ちましたが、最近は慣れてき
たようで、前に座っている利用者様と楽しそうに会話なさっ
たりしています。

Ｋさん
お部屋の整理整頓がお好きなようで暇があると居室へいきク
ローゼットの中の整理をなさっています。

Ｎさん
クリスマス会に参加され、歌の会で楽しそうに手拍子をな
さっていました。

Ｔさん
調理レクでシチューを作りましたが、とてもおいしそうに召
し上がっていらっしゃいました。

Ｍさん
「今週末息子がきてくれて一緒にピザを食べにいくの」とと
ても喜んで話してくださいました。

Ｈさん
毎日スタッフと将棋をされ、「今日は負けちゃったよ」「○
○さんには何連勝だ」などと話されています。

Ｈさん
天気の良い日はスタッフと一緒に散歩へ行ったり、近所のお
店まで買い物に出かけたりしています。

Ｋさん
入居して何か月か経ちましたが、最近はゆとりあの生活にも
慣れ、夜不眠だったこともありましたが寝れるようになりま
した。

Ｔさん
朝食後、「お茶飲みたいね」といって皆様にお茶を入れてく
ださいます。

Ｋさん 隣の利用者様とよく楽しそうにお話しなさっていられます。

今月の私

ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備え避難訓練を実施し

ております。今月は足立消防署の方々が来訪され、ご指導

頂きました。 

 

Ｍさん 

  

 おしゃべりがお好きで

入居されて早速皆様と仲

良く会話なさっています。

早くゆとりあに慣れると

良いですね♪ 

 

 

Ｔさん 

  

 とても綺麗好きな

方で、食器や調理器

具など丁寧に洗って

くださいます。徐々

にゆとりあでの役割

をふやしていきま

しょうね♪ 


