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こちらは頭の体操
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10月10日は目の愛護デーです。私たちは外界からの情報の８７％を目に

よって得ていると言われています。 そんな大切な目を守る為に まず

はテレビを１時間以上続けてみない事！ 人は普通１分間に20～３０回

まばたきをしていますが、テレビを見たりやゲームをする時は約3、４回

しかまばたきをしないそうです。そうすると目が乾いて疲れやすくなり、

視力低下の原因にもなってしまいます。 テレビやゲームは１時間以上

続けないこと。３０分経ったら、１０分休む というようなルールを決

めて楽しみましょうね。
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今回はグループホームのリーダーを紹介します！

松本 智之（まつもと ともゆき）

昭和48年生まれ 47歳

介護職28年目の大ベテラン

家族：妻と3人の男の子

子供さんはもう成人し看護職に✨

趣味：サッカー 審判の資格も持っています！
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「フレイル」って聞いたことありますか？

フレイルとは高齢者が筋力や活動低下している状態で「虚弱」と定義

されています。 ここ数年でフレイルはとても注目されています。

ここでフレイル傾向にあるか簡易チェックをしてみましょう!!
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今年度より角谷施設長と松本リーダー

が 県立三次高等技術専門校でで行

われている初任者研修（旧ヘルパー

2級）の講師をしています。

今回その研修を受けておられる生徒

さんがぬくもりの施設見学に来所さ

れました。

さすが研修中の皆さん、沢山の質問

を受けました。

私たちも初心に返る良い機会となり

ました。
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□椅子から立ち上がるときは、何かにつかまって立ち上がる

□6ヶ月で2㎏以上の体重が減った

□お茶や汁ものでむせることがある

□わけもなく疲れたような感じがする

□外出は週に1回以下

厚生労働省作成基本チェックリストを参照
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「認知症」になると自分の思いを上手く伝えることができなくなる

と言われます。 認知症の方と関わられた方の中には、うまくコミュ

ニケーションが図れなかったり 思いを汲み取ることができず対応

に悩まれた経験があるのではないでしょうか・・。

上手くコミュニケーションが図れない認知症の方は突然大きな声が

でたり、日常的に怒りっぽくなられる方もおられます。

これは何も思い出せない、相手の言葉が早すぎたり言葉の内容が理

解できずに外国にいるような気持ちになり 不安で不安で自分を守

ろうとして 怒りになるそうです。

しかし 対応した人によっては「怒ったところをみたことがない、

言ったことは理解されているよ」と感じる人がいます。反対に

「あの人怒ってばっかりいるから認知症が進んだんじゃろ、何を言っ

ても伝わらんよ」と言う人もいます。

このように同じ認知症の方でも接した人の対応によって認知症の進

行具合がまったく違ったものになってしまいます。

認知症の方は「記憶は残らないけど感情は残る」と言われます。

こちらが怒りっぽく伝えると認知症の方は不安が強く怒りっぽくな

ります。こちらが優しく伝えると認知症の方は穏やかな雰囲気とな

ります。その時の感情を認知症の方は覚えておられるのです。

認知症の方が実際に書かれた言葉です

「叱らないで笑って許して」

「一緒に笑いたいんだよ、声をかけてよ」

「迷惑かけてごめんね」

「認知症になっても人生は終わらない」 より

「認知症」になると自分の思いを上手く伝えることができなくなる

と言われます。 認知症の方と関わられた方の中には、うまくコミュ

ニケーションが図れなかったり 思いを汲み取ることができず対応

に悩まれた経験があるのではないでしょうか・・。

上手くコミュニケーションが図れない認知症の方は突然大きな声が

でたり、日常的に怒りっぽくなられる方もおられます。

これは何も思い出せない、相手の言葉が早すぎたり言葉の内容が理

解できずに外国にいるような気持ちになり 不安で不安で自分を守

ろうとして 怒りになるそうです。

しかし 対応した人によっては「怒ったところをみたことがない、

言ったことは理解されているよ」と感じる人がいます。反対に

「あの人怒ってばっかりいるから認知症が進んだんじゃろ、何を言っ

ても伝わらんよ」と言う人もいます。

このように同じ認知症の方でも接した人の対応によって認知症の進

行具合がまったく違ったものになってしまいます。

認知症の方は「記憶は残らないけど感情は残る」と言われます。

こちらが怒りっぽく伝えると認知症の方は不安が強く怒りっぽくな

ります。こちらが優しく伝えると認知症の方は穏やかな雰囲気とな

ります。その時の感情を認知症の方は覚えておられるのです。

認知症の方が実際に書かれた言葉です

「叱らないで笑って許して」

「一緒に笑いたいんだよ、声をかけてよ」

「迷惑かけてごめんね」

「認知症になっても人生は終わらない」 より

コロナ感染予防のため 昨年から様々な研
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モートやズームでの研修が開かれるようにな

りぬくもりでも活用し 研修しています！！
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背筋を伸ばして腰幅に足を開き ３～５秒かけてゆっくり立ちます。座る

時もゆっくりです。 １日１０回程度 テレビを見ながらや家事の合間

に自分のぺースでやってみましょう。
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コロナ感染予防と大雨が続き、今年も夏らしい行事があまりできませんでした。

そこで 今年は「夏祭り」と題して1週間かけて祭りっぽい事をしました。

焼きそばや焼き鳥を焼いてみたり、的あてや魚釣りなど懐かしいゲームをしてみ

たり。規模を縮小した祭りでしたが笑顔溢れる「夏祭り週間」となりました(^^♪

皆さん思った以上に真剣！！ 炭火の焼き鳥も好評

グループホームでは夕食後に花火もしました

花火をご覧になったＹさんより一句

「ぬくもりの 花火大会 子にかえり」 紫乃
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・施設内敬老会（10月中旬）
・運営推進会議（11月下旬）

・巡回トレーニング教室（毎週水曜日）
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暑かった夏も終わり、季節は少しづつ秋になりましたね。
秋と言えば食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋と何か

活動参加するには丁度良い季節です。

しっかり身体を動かして、元気に過ごしましょう！
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Instagram（インスタグラム）始め、フォロワー

が100人に達成しました＼(^o^)／

ちょこちょこコメントも頂き嬉しいです。

これからも色々発信していきますので フォロー

よろしくお願いします☆
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今年も千羽鶴をお供えしました。

Ｋ様が毎年1年かけて 千羽折られていましたが少しづ

つ時間がかかるようになり、今年は川地小学生の生徒さ

んにも手伝ってもらい千羽となりました。

今年で7年目の奉納となります。

平和への想いが世界に届きますように・・・
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毎年恒例の昆虫採集に行ってきました‼

Ｓさんは昔 お孫さんの為に夏になるとよくクワガタやカ

ブトムシを採り行かれていたそうです。

Ｓさん自身も昆虫がお好きなので、生活の場がぬくもりに

変わっても昆虫採集は続けてもらっています。

昆虫好きなＩ職員と今年は三良坂まで行ってきました。
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昔からの習慣はもちろんですが、昔からの趣味や楽しみも続

けてもらいたい。施設に入所されても楽しいことを増やして

もらいたい。

グループホームぬくもりの家はそんな思いでいます。来年も

また行きましょうね （I職員より）
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殺風景になりがちな居室の入口に暖簾を下げてみることにし
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せっかくなら手作りの暖簾を‼ ということで、Ｓ職員の力
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入院をきっかけに歩くことが難しくなられたグループホー

ムの利用者さん。 入院前はなんでもご自分でされ自立した

生活を送られていましたので、歩けなくなり介助が必要な生

活を受け入れることができずリハビリも進まない状況です。

身体的なリハビリも大事ですが、気持ちのリハビリも大事で

す。というわけで大好きな買い物へ出かけてきました。「ま

た買い物へ行きたいな」その気持ちがリハビリの1歩となり

ますように
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