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 １ヶ月にわたってロシアで、ワールドカップ・サッ

カーが開催された。この大会に日本が初出場したのは、

1998年のフランス大会で日本のサッカーファンの長年

の夢を叶えるものであったが、そのころでも日本人が外

国のプロサッカーチームで活躍することはごくわずかで、

このところは当たり前のように海外の有名クラブチーム

で活躍するようになっており、確かに日本プロサッカー

レベルは格段に向上した。 

 今回は、日本は１次リーグをみごと突破して、悲観的

な予想を吹き飛ばした。決勝トーナメントのベルギーと

の試合は、後半の途中まで２点をリードする展開だった

が終了間際に逆転され誠に悔しいものであった。しかし

この試合は、日本サッカーの価値を地球規模で高めるも

のとなったようである。マスメディアの注目度や情報量

もけた違いであり、日本代表チームのプレイだけでなく、

サポーターたちの言動も世界から注目を浴びた。 
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連日暑い日が続いておりますが、熱中症についてお

話します。 

熱中症は高温多湿な環境に、身体が対応できずに生

じる様々な症状の総称です。めまい・立ちくらみ・顔

のほてりがサインです。この時点で涼しい場所へ移動

し、太い血管（体表近くの静脈）の首筋やわきの下を

冷やし、水分（スポーツドリンクや１リットルの水に

１～２ｇの食塩を加えたもの）を飲みます。 

これらの対処をしないと筋肉痛・けいれん・体が

ぐったりし、吐き気・嘔吐・頭痛・体温が高くなり皮

膚が赤く乾いてそのうち呼びかけに反応しなくなった

り、おかしな返答やひきつけなどの症状がでます。こ

のような状態のときは、放置すると命の危険が迫って

いますので救急車を呼び、涼しい場所で衣服を脱がせ、

皮膚に水をかけ冷やして、うちわや扇子であおぎ、救

急車を待ちます。意識がないときは無理やり水分を飲

ませないようにしましょう。 

 今年は特に例年よりも気温が高く、盛んに熱中症

の対策が報道されていますね。みなさま対策の方は

いかがされてますか。高齢者の方は温度に対する感

覚が弱くなるため、室内でも熱中症にかかりやすい

といわれています。ご本人および周囲の方に向けて

改めて対策をお伝えします。 

①気温と湿度の測定‥体感的な暑い暑くないよりも

客観的に数値で判断するようにしましょう。28℃以

上は厳重警戒です。また湿度が80％以上の時は

28℃以下でも要注意です。 

②室内を涼しく‥冷房と扇風機を活用し、気温調整

と風通しの良い環境作りをしましょう。 

③水分と塩分を計画的にとりましょう‥１時間に

100ml〜200ml、塩分は目安として1ｌに対し1〜

2g 

④お風呂や寝るときも注意しましょう‥就寝中や寝

るときも水分は失われており、気付かない内に熱中

症にかかる事もあります。 

⑤入浴前の水分補給と、枕もとに水分を用意してお

きましょう。‥お出かけの際は身体に十分配慮しま

しょう外出時は身体の負荷、汗に加えて日差しや熱

の影響を受けやすくなります。服装と水分の他、十

分な休憩をとるようにしましょう。 

⑥周りの人が気にかけよう‥高齢者は自分で暑さや

喉の渇きに気づきにくいうえ、体調の変化を我慢し

てしまうこともあります。周りの人が体調をこまめ

に気にかけ、予防対策を促してあげましょう。 

  

 一人ではなく、周囲のみんなで体調を気にかけな

がら暑い時期を乗り切りましょう。 

  

 夏に冷たい物を食べる時「歯がしみる」

ことありませんか？冷たい物を口にしたと

き歯がキーンとしみる、あるいはピリッと

痛むといった症状がでます。 

 その後尾を引かずにすぐに治まる場合、

これを知覚過敏症といいます。歯周病とも

大きく関係しています。さまざまな原因が

ありますが、そのほとんどがエナメル質の

磨耗、または食事、飲み物に含まれる酸に

より歯の表面のエナメル質を軟化させ、す

り減ってしまうこととなります。 

 日常のケアとして、、必要以上に強い力

でブラッシングはせず、しみるのを防ぐ歯

磨き粉を使ったり、定期的な歯医者さんで

のメンテナンスを受けお口の健康を保ちま

しょう。 

 8月11日は山の日です。最近では山ガールという言

葉も出てくるなど登山ブームでもあります。今回は一

生に一度は登ってみたい「富士山」について少し話し

たいと思います。 

 富士山はルートだけでも４ルートあり最もポピュ

ラーなのが吉田ルートで山小屋や救護所もあり、富士

スバルライン５合目が登り口となる為、首都圏からの

アクセスも良好であることもあり、６割の方が使って

いることもあって初心者にもおすすめのルートです。 

 荷物ですが、山小屋があるとはいえ最小限の荷物は

身に付けておきたいものです。軽量化は理想ですが、

必要な物まで減らしてはいけません。主には登山靴、

リュック、雨具、そして軍手ではなくポリエステルの

グローブ、ビニール袋、寒暖差の大きい山では温かい

飲み物を入れた水筒や防寒着、タオル等も必須です。

山では常に歩き続けるためエネルギーになる食べ物も

あるといいでしょう。夜に備えてのヘッドライトや絆

創膏、虫除けなど用途に応じて諸々用意することにな

ります。また金剛杖の焼印などの楽しみもあるので

100円玉を多く用意して登るのもいいですね。山には

水がないので水やティッシュも必須です。 

 自分の体力と相談してこの夏是非、富士山に挑戦し

てみてはいかがでしょうか。 

  
 暑い日が続きますね。気温も著しく上昇し、熱中症が

多発してますので皆さん、充分に水分・塩分補給をしま

しょう。口腔内も夏バテするということをご存じでした

か？夏バテが口腔内に与えるダメージとは口臭がきつく

なったり歯周病が悪化してしまったりとさまざまな悪影

響がでてきます。 

 これは体の免疫力低下により、進行が早まることとな

ります。夏はいつも以上に歯周病や虫歯になりやすいと

いう危機感を持ち歯磨きなどのお手入れをしっかり行い

ましょう。 

内科 大楽先生 在宅往診部 訪問リハビリ 北出理学療法士   

田中看護師 

在宅往診部 歯科医師 早菜江先生 

在宅往診部 小野歯科衛生士 

食事会 餃子作り 

七夕祭り★スイカ割り 

心療内科 車地先生 

～  お知らせ  ～ 
  

  
 この度在宅往診部、訪問リハビリにて

新たに理学療法士と事務員の方が入職さ

れました。 



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

内科検診 口腔ケア ちょうちん作り 夏の色塗り

5 6 7 8 9 10 11
夏の色塗り 心療内科 ちょうちん作り 冷やし中華作り 口腔ケア 体操 山の日

書道

12 13 14 15 16 17 18
ちょうちん作り お盆休み お盆休み お盆休み 口腔ケア 内科検診

　　 風船バレー

19 20 21 22 23 24 25
納涼祭 心療内科 アイスを食べよう 体操 口腔ケア 中国語勉強
誕生日会

26 27 28 29 30 31
歌の会 心療内科 歌の会 内科検診 口腔ケア 体操

絵手紙 絵手紙

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩
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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

素籠り玉子 ソーセージソテー ソーセージソテー アジのさんが焼き 高野豆腐の煮物 がんもの煮物 ほうれん草平焼き

昆布茶炒め かぶサラダ ホットサラダ 梅しそ和え しらす和え 海苔和え ゆかり和え

しば漬け 練り梅 かんぴょうごぼう 昆布佃煮 桜大根 白花豆 のり佃煮

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁

アジのトマト煮 和風ハンバーグ 豆腐のぴり辛炒め 牛焼肉メンチカツ カレイの塩焼き シルバーのさっぱり煮 ブリのバターソテー

水菜サラダ イタリアンサラダ 海藻サラダ ふきの含め煮 冬瓜の味噌煮 ベーコンソテー 花野菜の洋風煮

エリンギソテー 白菜としらすの煮もの 里芋のだし煮 海藻サラダ ほうれん草のだし和え 冷奴 トマトとしそサラダ

おやつ グレープゼリー チョコババロア 冷やし汁粉 おからドーナツ 吹雪まんじゅう カステラ ミニおさつ

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

鶏肉のおろしかけ サワラの幽庵焼き 白身魚の味噌焼き お焼き風玉子焼き 豚肉と野菜の煮込み 鶏肉の甘辛炒め 鶏肉の照り焼

菜の花の炒め物 ぜんまい田舎煮 ベーコンマヨ炒め 水菜の辛子和え 菜の花の和え物 ビーフンサラダ ポテトサラダ

うの花のサラダ いんげん和え物 さっぱり和え 豆腐真丈 金平ごぼう きのこの炒り煮 ネギ塩玉子焼き

カロリー 1469ｋｃａｌ 1470ｋｃａｌ 1471ｋｃａｌ 1440ｋｃａｌ 1441ｋｃａｌ １３７２ｋｃａｌ 1442ｋｃａｌ

朝

昼

晩
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 西日本豪雨による被災された皆様に対して、心

からお見舞い申し上げると共に災害により、近親

者の方々を亡くされた方へ心から追悼申し上げま

す。 

 東京でも暑さ厳しく、35度以上の日が続き、

日中及び夜間共に気温が下がらず、熱風に負けそ

うです。利用者様には水分補給をこまめに行うこ

とや、エアコン設定し、室内では快適に過ごして

頂けるように更に熱中対策を心掛けております。 

 21日土曜日は足立区花火大会があり、ゆとり

あでは昼から花火大会に因み、昼食会を2階、3

階の利用者様合同で実施、皆様の大好物（お寿

司・飲み物・果物）を振る舞い、楽しいひと時を

過ごすことが出来ました。スタッフも頑張ってお

いしい食べ物を作っていました。御馳走様でした。 

 ７月23日（月曜日）午前10時より防災訓練実

施、地震・火災想定、元気に歩ける方々は、西階

段よりスタッフ見守り、誘導の元、非難・車椅子

使用の方はエレベーターで避難します。タオルを

片手に声を掛け合いながら誘導します。毎月避難

訓練時に除細動器の使用説明（音が鳴ることを知

る）をしております。いざという時に作動可能な

状態にしてあります。 

 

御家族様へお願い:足立区より下記の書類がご自

宅に届いている場合は速やかにゆとりあまでご持

参くださいませ。 

①後期高齢者医療被保険者証（30年８月１日よ

り医療受診の際必要となります） 

②介護保険負担割合証（30年7月10日付にて発

行されております） 

まだご持参されていない方がおり、医療機関及び

調剤薬局へお渡しする関係上至急ご持参ください。 

 

ＧＨゆとりあ 施設長 榎本悦子 

                                     
 

 

 

 

Ｓさん
七夕祭りのスイカ割りに参加し、スイカをおいしそうに食べ
てらっしゃいました。

Ｋさん
「買い物に連れてってくれるらしいの」と買い物ツアーをと
ても楽しみにしてらっしゃいます。

Ａさん
体操を皆さんで実施すると一番張り切って踊ってくださいま
す。

Ｋさん
毎日午前と午後1回ずつ、居室にて横になる時間を設けていま
す。

Mさん
とても明るい方でリビングにて周りに座っている方々にいつ
も陽気に話しかけてらっしゃいます。

Mさん
目の前に座っている利用者様と口を利かないこともありまし
たが最近は毎日楽しそうに話してらっしゃいます。

Ｋさん
以前まで帰宅願望がありましたが最近は毎日落ち着いて生活
してらっしゃいます。

Ｗさん
車椅子の利用者様に「危ないから動かない方がいいよ」など
とお声掛けしてくださいます。

Ｗさん
ティッシュを中から沢山出してたので「どうしたんです
か？」と聞くと、「枚数を数えてたの」と教えてくださいま
した。

Ｋさん
朝起きて、「ご自分の部屋のカーテンを開けましょう」とい
うと「はいよ」と言って開けてくださいます。。

Ｎさん
七夕祭りのスイカ割に参加されとても楽しそうにスイカ割に
参加されました。

Ｔさん
午前は傾眠してらっしゃいますが、午後になると目を覚め皆
様とお話してらっしゃいます。

Yさん
大雨のニュースをみて「すごいことになってるねえ」と心配
してらっしゃいました。。

Ｈさん
スタッフとの将棋を楽しまれていて「今日は何勝したよ」な
どと教えてくださいます。。

Ｈさん
天気の良い日は毎日公園まで散歩にお連れするようにしてい
ます。

Ｋさん
スイカ割りのスイカをおいしそうに召し上がっていらっしゃ
いました。

Ｔさん 皆様の茶碗を洗ってくださりとても助かります。

Ｋさん
「お腹すいた」と申し出てきたときにあんぱんをあげるとと
ても喜ばれて食べます。

今月の私

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。今回は除細動器（ＡＥＤ）の使い方を模擬

指導しました。 


