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★3月のゆとりあ★ 

 

今回も禁煙についてお話しします。 

禁煙しようと思いながら、やめられない人は少なくあり

ません。たばこを控えるとイライラなどの離脱症状を引き起

こすニコチン症状は、医師や薬の力を借りないと克服するの

が難しいです。 

まず、禁煙のメリットをお話しします。 

禁煙開始後 

①１２時間で血液中の一酸化炭素濃度が正常に戻る 

②２週間～３か月で心肺機能が改善 

③１ヶ月～９ヶ月で咳・息切れが改善 

④１年で冠動脈疾患等の心臓の病気リスクが半減 

⑤５年で脳卒中のリスクが吸わない人と同じレベルにな

る 

⑥１０年で肺がん死亡率が喫煙者の半分になり、口腔が

ん、咽頭がん、食道がん、子宮頸がん、すい臓がんになるリ

スクが低下する 

などです。 

 

 2月に行われた平昌オリンピックは、メダル

ラッシュで非常に盛り上がりましたね。寒さの中、

日本を背負って戦っている選手たちを見ると元気

がもらえ、自分も運動したいなと思った方も少な

くないのではないでしょうか？ 

春になり気温の変化も激しく、体調を崩しやすい

気候になりますが、そんな時こそ自ら運動してみ

ませんか？ 

簡単で効果的なセルフエクササイズ 

・立位でのかかと上げ 

ふくらはぎの筋肉(第2の心臓とも呼ばれるくらい

重要)を鍛えることで、冷え性改善、むくみ予防、

血行促進など様々な効果があります。回数は20回

程度から始めてみて、少し疲れるくらいを目安に

徐々に増やしてみてください。 

ポイントは両足を肩幅程度に開き、出来る限り高

くあげ、ゆっくり下ろすことです。バランスが取

りづらい方は壁に手をかけても構いません。 

継続は力なり。なるべく毎日実践してみましょう。 

  

 お口が乾燥している状態が続くと、唾液による

洗浄作用が悪くなり、汚れ（食べかすやプラー

ク）が歯に残りやすくなります。 

また、抗菌作用が低下し、お口の中で細菌が繁殖

しやすくなり、口臭の原因となるほか、虫歯や歯

周病にかかりやすい環境となります。 

お口の潤いを保つために、こまめに水分補給をし

ましょう。 

冬場は空気も乾燥しているので、加湿器などでお

部屋の湿度を調節したり、マスクをつけることも

効果的です。補助具を使った念入りな歯みがきや

薬用洗口剤の使用に加え、歯科医院でプロフェッ

ショナルケアを受けるなど、お口の中を清潔に保

つように心がけましょう。 
 

   

 春は「三寒四温」で気温の急激な変更が著しく一

年で最も体調管理が難しい時期です。また花粉やア

レルギーなど不調の元も潜んでいます。春はつい

「心機一転」と気合を入れてしまいがちですが、で

きるだけ自分のペースを守ることが大切です。 

不調を跳ね返す免疫力をつけるには 

・早めの睡眠 

・ストレスコントロールの意識 

・十分な栄養とバランスのとれた食事で免疫細胞を

増やす 

 免疫細胞（すなわち白血球）を増やすにはタンパ

ク質・脂肪・糖分・ミネラル・葉酸・ビタミン・

鉄・亜鉛が必要になってきます。 

 ほんの少し、意識するだけでも春がぐっと過ごし

やすくなります。 

 

春先に多くの人を悩ませる花粉症。若い人に多く、

歳とともに症状が緩和されてきていると言われて

いますが、最近では高齢者にも増えてきています。 

通常、人は鼻で呼吸をしていますが、鼻水や鼻づ

まりで鼻呼吸をしづらくなると、口で呼吸しがち

になります。口呼吸になると、乾いた空気や雑菌

が口や肺に直接入り込むため、ドライマウスや歯

周病など、お口のトラブルの原因になったり、免

疫力の低下を引き起こしたりします。また、抗ヒ

スタミン剤などのアレルギー症状を和らげる薬の

副作用で、口の中が乾燥しやすくなることもあり

ます。さらに、口呼吸で口の中が乾いて、唾液に

よる自浄作用が低下すれば、歯周病やむし歯を引

き起こしやすくなります。 

お口の乾燥を防ぐには、浸潤剤などが配合された

洗口剤を舌や口に塗って湿らせるのが効果的です。

花粉症の時期は、普段よりもお口のケアを心がけ

ましょう。 

 
  

 

     今月のスタッフ 

 今年からゆとりあで働

かせて頂いております。 

 元気をモットーに利用

者様と仲良く過ごしてい

ます。 

  

 ・・・遠藤です・・・ 
 

 

内科 大楽先生 

在宅往診部 訪問リハビリ 藤澤理学療法士 

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 清水先生 

在宅往診部 小野歯科衛生士 

ホットケーキ作り 誕生会 

★散歩の風景

 理事長 榎本 安行 
 

 春爛漫 今年は、あっと言う間に 桜が咲き 桜だ桜だと思っているうちに  咲き散ってしまった感である。これは、 個人としての思いである。

今年は、何せ、時の流れが早過ぎて、忙しない。日本では、四季折々の独特の 季節感 が有り 春夏秋冬 実に 楽しく 美しくも有る。有り難い

事に、樹々のの緑 秋の紅色の 美観が有る。又、食にしても  時折おりの旬の物が、美意識との中で味わい食することが出来る。何って、 有

り難い事か‼日本人に生まれて、本当に良かったと つくずくと 思う。 

 ところで、今年は、平成の御世が ３０年経ち 少子高齢化社会の到来が いよいよ 実感として 感じ入る。これより先、 どの様な社会となるの

か、暮らしは？ 経済は？社会の構造は？ 家族形態   親と子   夫婦のあり方は？いろいろの未知なる世界ではあるが、日本人の知恵で 何

とかのりこえる事に期待したい。今までの 国難を我々の先祖は、乗り越えてきた。後世の日本人 すなわち我々の子孫に 英知と努力と団結

力に期待したい。 

 何はともあれ、時の経つのは実に早い。後悔なく 日々健やかに 過ごすこと   楽しく生きることを 目標として気長に 一回の人生を活き活きと

元気で 楽しみましょう。 

 日頃 徳耀会GHに対しまして 、御理解 御協力を賜り、有難う御座います。今年は、医療 介護 改定の年です。 

職員一同  日々努力 楽しくをモットーに  頑張る所存ですので、宜しくお願い申し上げる次第です。感謝 拝 



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１41号 

 春を感じさせる頃合いとなり、公園な

どを散歩致しますと、桜の蕾もふっくら

と膨らみかけ今年もまた花見ができるか

と思いつつ楽しみにしているところです。 

 この時期は利用者様はじめスタッフと

一緒に公園に出かけ存分に楽しんで頂き

たいと思います。外出・散歩を楽しみに

している利用者様もＧＨゆとりあには多

くいらっしゃいます。長い距離を歩くこ

とが困難な方については車椅子を使用し

たり、利用者様目線で大いに春を満喫し

て頂きたいと思っております。 

 綺麗な桜を見ることが出来、充分楽し

むことが出来ました。また買い物ツアー

に出かけた利用者様もおりました。３月

２６日（月）毎月実施、消防訓練（水消

火）及び防災訓練も兼ねて実施しました。

タオルを持参し、頑張って避難致しまし

た。 

 ３月中旬に新しい入居者様がゆとりあ

に入ってこられました。のんびりと気長

にご支援させて頂きたいと存じます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 日に日に過ごしやすい季節となり、洋

服においても薄着着用し、水分補給等も

充分摂取できるよう心掛けていきたいで

す。 

 ご家族様におかれましては、引き続き

ご支援・御協力をお願いしたいと存じま

す。 
 

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備えて防災訓練を実施

しております。今回は足立消防署の方々が来て下さり、水

消火訓練を行いました。 

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

じゃがべーバーグ 納豆 ベーコンポテト焼き 薄味チキン がんもの煮物 ハムと野菜のソテー 炒り玉子

錦糸和え かぶの含め煮 胡麻和え オニオンサラダ 白菜の和え物 きゅうりの和え物 チンゲン菜の和え物

白花豆 しいたけ昆布 桜大根 昆布佃煮 野沢菜昆布 練り梅 しば漬け

御飯 御飯 御飯 青菜小エビおにぎり お赤飯 御飯 駒ヶ根風ソースかつ丼

お吸い物 味噌汁 味噌汁 お吸い物 お吸い物 味噌汁 味噌汁

サバの味噌煮 タラのにんにくソテー シイラのみりん焼き お弁当のおかず マグロ三種盛り 和風ハンバーグ はんぺんさっと煮

いんげんの炒め煮 里芋の洋風煮 刻み昆布の煮つけ 菜の花サラダ 紅白さつまの煮物 イタリアンサラダ 金時豆

茶巾しぼり きゅうりサラダ かぶの柚子風味 フルーツ 千草焼き 白菜としらすの煮もの

おやつ プチシュー チョコババロア 桜あんまん メープルプチケーキ 吹雪まんじゅう おせんべい&チョコレート プリン

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

鶏肉のクワ焼き 肉じゃが 豚肉と野菜の煮込み ブリの土佐漬 鶏肉のしぐれ煮 豆腐とねぎの山椒炒め アジの塩焼き

小松菜のわさび和え 水菜の辛子和え 菜の花の和え物 刻み昆布の煮付け えび二ラもやし炒め ブロッコリーサラダ 南瓜ときのこの煮物

ブロッコリーの煮浸し 桜えび炒め 金平ごぼう かにシューマイ 海藻サラダ 中華ワンタン煮 ふきの昆布茶和え

カロリー 1498ｋｃａｌ 1499ｋｃａｌ 1440ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

折り紙かぶと作り 心療内科2F 公園散歩 公園散歩 口腔ケア サンドウィッチ作り 誕生日会
（桜見学） （桜見学） フラダンスと歌 （2F）

8 9 10 11 12 13 14
折り紙・兜作り 心療内科3F サンドウィッチ作り 内科検診 口腔ケア プリン作り（3F） 色塗り・しょうぶ作成

（3F）

15 16 17 18 19 20 21
色塗り・しょうぶ作成 心療内科2F プリン作り（2F） 頭の体操計算 口腔ケア 書道

22 23 24 25 26 27 28
兜飾り 心療内科3F 体操・風船バレー 内科検診 口腔ケア 書道

29 30
昭和の日 振替休日

童話を振り返る

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

4,April,2018

Ｓさん
お怪我をされて４月から入院予定です。早く元気になるよう
スタッフ一同願っております。

Ｋさん
亀有のアリオまで買い物ツアーに行きご自分の好きな物を買
い楽しまれました。

Ａさん 日中廊下を元気に往復してらっしゃいます。

Ｋさん
午前と午後一回ずつ、居室にて横になる時間を設けておりま
す。

Mさん
先月誕生日でしたので誕生会を実施しました。とても喜ばれ
ていました。

Mさん
先月誕生日でしたので、スタッフと利用者様皆様でお祝いし
ました。

Ｋさん
足立消防署の方が来られて、消火器を持って水消火訓練を実
際に行いました。

Ｗさん
最近は洗い物だけでなく盛り付けも率先して手伝ってくださ
います。

Ｗさん
3月から新しく入居されました。はやくゆとりあの生活に慣れ
るように支援してまいります。

Ｋさん 毎日起床後に歯磨きをするのを日課にしてらっしゃいます。

Ｎさん
最近は皆様と一緒に食器洗いを少しずつですができるように
なりました。

Ｔさん
歌の会などを実施すると、「ポンポンポンポン」と手拍子を
してくださいます。

Yさん Ｔ様と毎日ソファーに座りお話をしてらっしゃいます。

Ｈさん
スタッフと将棋をするのを毎日楽しみにしてらっしゃいま
す。「今日は○○さんに勝ったよ」「今日は負けちゃった
よ」とみなさんに報告しています。

Ｈさん
「桜が綺麗な時期だから散歩に行きたいね」とおっしゃって
います。散歩に行くととても喜ばれます。

Ｋさん
トイレなどに誘導すると「どうもありがとねえ」ととても丁
寧に挨拶してくださいます。

Ｔさん
「みんなお茶飲む？」と毎日皆様に気を使ってお茶を入れて
くださいます。

Ｋさん
毎日食器を洗ってくださいます。たまにですが他の利用者様
の食器も洗ってくださいます。

今月の私


