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発行 徳耀会ゆとりあ 

★12月のゆとりあ★ 

在宅往診部 訪問リハビリ  磯部作業療法士 
 

 本格的な寒さが続き、風邪をひきやすい季節ですが、風邪だ

と思っていたら実は肺炎になっていた、というケースは少なくあ

りません。肺炎の症状は風邪と似ているため、放置して悪化す

ることが多くあります。4日以上続く激しい咳や高熱、胸の痛み、

呼吸困難などに加え、特に、痰の色が黄色や緑がかっていたら

体内で炎症が起こっているサインです。早めに病院を受診しま

しょう。予防策として、歯と歯茎を磨くことで、菌の繁殖を防ぐこ

とができます。風邪やインフルエンザから肺炎に移行する場合

もありますので、風邪にかからないよう健康管理をしっかりとす

る、インフルエンザ予防接種をするなど対策をしましょう。 

在宅往診部  

  内田歯科衛生士 
  
 歯磨きの仕方で歯の保ち方は大きく変

わってきます。歯を磨くときは大きく口を

開けて小さなブラシを小刻みに震わせな

がら、歯の一本一本の表・裏・側面をしっ

かりと丁寧に磨きましょう。くれぐれもごし

ごし音を立て乱暴に歯を磨かないように

しましょう。歯茎を削ってしまい逆効果に

なります。歯医者さんでメンテナンスや

歯磨き指導を受けられながらご自宅で

の歯磨きを見直して歯の健康を保てるよ

うにしましょう。 

♪たこ焼きパーティ

在宅往診部 

  歯科医師 柳瀬先生 
 
  歯周病や虫歯で歯の残存数が少ない人

は認知症や若年性アルツハイマー病を発

症するリスクが何倍にも高まってしまうので

す。特に歯周病の原因となる細菌や炎症

物質が血液に乗って脳へ運ばれ、脳へ何

らかの影響を与えアルツハイマー型認知

症を悪化させたのではないかと考えられて

います。今ある歯を健康に保てるよう、定

期的に歯医者へ受診されるといいでしょう。 

今月のスタッフ 
 

 クリスマス会開催したス

タッフで集合写真！ 

 皆様と楽しく歌を歌ったり

ケーキを食べたりしてすご

しました。 

 

 
 

★クリスマス会★ 

  田中看護師 
 

 蓮如上人御一代記聞書にかかれている「道徳はいくつになる

ぞ。 道徳、念仏もうさるべし。」という法話をご存知でしょうか？

新年を迎えると私たちはおめでとうと祝辞をおべ浮かれますが、

上人は、「何が本当にめでたく、歳を重ねるとはどういうことか」

を問ういています。これは「すべてが今のまま持続していくとい

う考え事態が誤りで、常に変わり続けているのが自分と自分を

取り巻く世界であり、大きな変化が起きるという事を常に心得て

おく必要がある。どのような人生の問題にぶつかっても如来様

のお救いの中にある事を思いお念仏申す身となって下さい。」

と、蓮如上人がよびかけて下さったものです。 

 今を大事にすることは、今年を大事にすることであり、そのま

ま一年、生涯を大事にしていくことでもあります。蓮如上人の厳

しい問いかけを自身のこととして受け止め、清々しく今年のス

タートを切りたいですね。 

内科 大楽先生 
 

 あけましておめでとうございます。 

皆さん元気に新年を迎えられた事と存じます。 

寒さが厳しいですが、65才以上の方はインフルエンザ・肺炎球

菌の予防接種が肺炎の予防のために重要です。 

 

• インフルエンザの予防接種は毎年、接種が必要で、高齢

の方は2回接種が必要です。 

 

• 成人用肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカラ

イドワクチン）は平成30年度まで対象の人のみ、1人1回だ

け、公費で接種がうけれます。（対象者はその年度に65才、

70才、75才、80才、85才、90才、95才、100才の誕生日をむ

かえる方です。）（平成30年度まで）それ以外の対象外の

方や、期間内に接種しなかった方は、接種を希望する場合、

医療機関で全額自己負担でできます。接種後、免疫は、5

年以上持続しますので、その後の摂取は約5年以上の十

分な間隔を空けて接種を受けて下さい。 

 

以上2つのワクチン（インフルエンザ・肺炎球菌）とも全ての肺

炎を予防はしませんが、日常でかかる肺炎の多くを予防でき

る事は間違いありませんので、接種をおすすめします。今年一

年お元気におすごし下さい。 

♪フレンチトースト調理

年 頭 所 感  

医療法人社団 徳耀会 理事長 

 榎本 安行 
 謹賀新年  明けましておめでとうございます。 
 

 新しい年を迎え、年頭のご挨拶を申し上げます。 

当法人関係者各位の皆様並びに御家族の皆様におかれましては、すこやかに新年をお迎えられたこととお慶び申し上げます。また、

関係者各位の皆様、旧年中は、当法人の事業運営に対し特段のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 昨年も国内外多くの事がありました。約一年間にわたって戦われたアメリカ大統領選挙パリの同時テロをはじめ多く国でのISによる

テロ事件の発生、それに伴う難民問題イギリスの国民投票によるEU離脱等、結論として、 世界のリーダーシップとは、何かとおおい

に考えさせられる大きな課題でもあります。 

そして、今日の日本の課題としては、少子高齢化 貧困と格差拡大にあえぐ国民の生活、生命、財産、 健康 暮らし 原発放射能汚染、

自然災害また、当法人に緒結する社会保障と医療政策等の難題等枚挙にいとまがありません。 

 当法人としても、医療提供者 社会福祉の提供者の一員として、おおいに誇りを持って働き 当法人の職員の一人一人が、胸を張っ

て仕事が出来る環境作りを目指し、また、責任を果たす医療法人事業を創りたい と理事長として思っております。 

今後とも職員一同 一層努力してまいりますので、さらなるご理解 ご協力 ご支援をお願いし、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申

し上げ、年頭のご挨拶とさせて頂きます。 
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 謹賀新年 

 新しい年を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

昨年中は、ご家族様ならびに諸関係者皆様のご

協力を賜り誠に有難うございました。 

 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。ＧＨゆ

とりあの利用者様の恙無く、日常生活を送られて

おります。 

 恒例のバスツアーを計画しておりますが、天候

も考え皆様に参加して頂こうと考案中です。また、

盛沢山の行事をスタッフが取り組んでおります、

ご家族様におかれましても行事に御参加下さる

と有難いと存じます。まだまだ、寒さ厳しい折ご

自愛くださいませ！引き続きご支援、ご協力下さ

るようお願い申し上げます。 

 

ＧＨゆとりあ 施設長  榎本悦子 

 

ゆとりあでは、毎月第一木曜日にフラダンスと歌のボランティアが来

訪され皆様を楽しませて下さいます。皆様一緒にダンスを踊ったり歌

を歌ったり気分をリフレッシュさせています。 

新年明けましておめでとうございます。 

運営統括の大村です。 

昨年の8月に入職して、早いもので5ヶ月が経

とうとしています。 

医療業界で働くのははじめての経験ですが、

いろいろな意味での「大変さ」を日々感じており

ます。 

そのような中で、私としては徳耀会をより良い

組織にするために努力していく所存です。 

今年が皆さんにとってより良い年となりますよ

う、心よりお祈り申し上げます。 
 

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

海鮮豆腐ステーキ じゃがべーバーグ ほうれんそう平焼き 納豆 ウインナー炒め とり高野の煮物 三角揚げ焼き

チンゲン菜の和え物 しその実和え スナップえんどうマヨ和え 小松菜のわさび和え キャベツの和え物 おかかまぶし 菜の花サラダ

ふりかけ なめたけ しいたけ昆布 きくらげしそ昆布佃煮 味付け海苔 子持昆布 かんぴょうごぼう

御飯 御飯 御飯 御飯　 御飯 御飯 御飯

お吸い物 味噌汁 味噌汁 お吸い物 おでん スープ 味噌汁

ブリのバター醤油蒸し カレイの塩酒蒸し 肉団子と麩のすき煮 サワラの味噌漬け 辛味噌炒め ハンバーグ和風ソース サバの塩焼き

小松菜の煮浸し 大根のそぼろ煮 塩昆布和え 白菜の和え物 たいみそ スパゲティソテー えびあんかけ

茄子炒め もずく酢 ツナサラダロール 豆乳入り卯の花 ミックスサラダ てっぱい

おやつ プリン コーヒーゼリー いちごババロア おからドーナツ ショコラプチケーキ たこ焼き 酒まんじゅう

御飯 御飯　 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 お吸い物 お吸い物 味噌汁 お吸い物

とんかつ 豆腐の照りマヨ焼き タラのムニエル 豚肉と広島菜炒め アジのみぞれ煮 五目玉子焼き シイラの七味焼き

がんもの煮物 おかかまぶし 里芋のそぼろあん 春菊の煮浸し にんにくのしょうが炒め 厚揚げの煮物 野菜のソテー

めかぶ 茄子のみょうが煮 もずく 煮豆 ハム玉子 しらす和え マカロニサラダ

カロリー １３６６ｋｃａｌ １４７５Ｋｃａｌ １３６８ｋｃａｌ １３６９ｋｃａｌ １４７６Ｋｃａｌ １４７７Ｋｃａｌ １３８９ｋｃａｌ

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

元旦 振替休日 DVD鑑賞 内科検診 脳トレ
書き初め かるた遊び フラダンスボランティア

8 9 10 11 12 13 14
正月遊び 成人の日 おはぎ作り 口腔ケア 初詣

15 16 17 18 19 20 21
心療内科3階 ボーリング大会 内科検診 口腔ケア DVD体操

新年会

22 23 24 25 26 27 28
心療内科2階 買い物 口腔ケア

29 30 31
心療内科3階

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩

1,January,2017

ｋさん
ご家族様が見えられて、「孫に写真を見せてもらったの」と
喜んでらっしゃいました。

Ａさん ご自分で気づいてキッチン下の整理をしてくださいました。

Ｋさん
一時期食欲がない日が続いてましたが最近はほぼ完食するよ
うになりました。

Ｓさん
書道を皆様が書いてるのを観覧され、「一緒に書きます
か？」と聞くと笑いながら首を振られました。

Ａさん
書道に参加され可能な限りお好きな文字を書いてらっしゃい
ました。

Ｔさん
夕方以降になるととても元気がでて「ばっちがよ」とお話し
してくださいます。

Ｈさん
スタッフと利用者様との将棋大戦を見て「そこはそれじゃだ
めだよ」「ああもう詰みだね」と楽しそうに話しかけていま
す。

Ｙさん
たこやきパーティ参加され、たこやきを竹串で回すのを手
伝ってくださいました。

Ｋさん
たこやきパーティ参加され「うまいねえ」と言いながら沢山
召し上がっていました。

Ｎさん
たこやきパーティの材料切りを可能な限り切って下さいまし
た。

Ｋさん
書道をして、最初は書くのを拒んでましたが後々に「もっと
大きく書かなきゃだめよ」と離しかけるようになり最終的に
は大きく文字を書いてくださいました。

Ｍさん
車椅子を押すのが好きらしく他者の車椅子をよく押していま
す。

Ｈさん
たこやき嫌いと最初はおっしゃってましたが、最終的に「お
いしい」と言って召し上がっていました。

Ｔさん
現在入院されていますが、無事元気になって戻ってこられる
ことをスタッフ一同お待ちしております。

Ａさん クリスマス会に参加されて、皆様と楽しく過ごされました。

Ｍさん
たこやきの材料切りを、Ｈ様と一緒に仲良く切ってください
ました。

Ｗさん
書道を皆様として「下手で嫌だわ」と言いながらも何枚も書
いて下さいました。

Ｋさん
クリスマス会でサンタの帽子をかぶり楽しそうに写真を撮っ
ていました。

今月の私（生活記録から）


