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認知症になっても認知症になっても

この時期の季節のお野菜といえば大根ですね‼

豊富な栄養素を含んでいる大根は抗菌作用、血栓の予防効果、がんの抑

制効果も期待できるといわれています。

食物繊維も含まれており便秘改善にも効果があります。

特に葉っぱは根っこに比べてビタミンＣが5倍‼ カルシウムは10倍以上

含まれています。これは野菜の中でもトップクラスだそうですよ。

ただ食べ方によって摂取できる量が変わってきますので調理も工夫を。

例えばビタミンＣは水に溶けやすいのでサラダや大根おろしがおすすめ

ですよ。 栄養満点の大根を食べて寒い冬を乗り越えましょう
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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！

岩畑 航（いわはた こう）

昭和63年生まれ 33歳
ぬくもりに入社して8年目 勤続4年目でリーダー

に。介護に熱く、頼もしいリーダーです。

家族：妻と6歳、2歳の元気いっぱいの男の子

趣味：昆虫採集（ぬくもりでも絶賛飼育中‼）

最近はモモンガを飼い始めたそうです⇒⇒⇒
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寒くなると体を動かす機会が少なくなりがちですが、家の中であ

まり動かないでいると2日で1％づつ筋力が落ちてしまいます。

風邪などで寝込んでしまうと、そのまま起き上がれなくなってし

まうことも・・・

しかし日頃から筋肉を使っておくと 筋力が落ちにくくなるので

寝込んだ時もも回復が早くなります。

もしもに備えて 筋肉を貯える 貯筋 をおすすめします。

♪毎日10分 お家でしっかり貯筋 しておきましょう♪

背筋を伸ばして座り、足をゆっくり上げ下げします。

ポイントは音がしないようにゆっくりと下ろすこと。

壁に寄りかかってもOKですよ。
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１０/１１は、了徳寺住職様による法話会が行われました。

今回は手を合わす合掌について

【左手は私。右手は私に命をくれた大事な人（生き物）。手と手が

合わさって心から本当のありがとう、ごめんなさいという意味であ

る事。左手はどうにもならない自分の身体。右手は助けてくれる人

へ合掌して感謝しましょう】

というお話しをして下さいました。
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11月1日より 新しい仲間が増えました！！11月1日より 新しい仲間が増えました！！

森原 健登(23歳）
介護職員初任者研修中に施設見学でぬくもりに

来た時にここで働きたい！と思い研修終了後に

応募しました。

施設名の通りにぬくもりのあるケアを目指して

頑張りますのでよろしくお願いします。
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脳トレチャレンジ脳トレチャレンジ
次の暗算をしてみましょう‼

①ニジュウヒクゴタスヨンヒクニ ＝
②ジュウゴタスニジュウゴヒクナナ ＝
③ニタスサンジュウタスジュウハチ ＝
④サンジュウナナヒクジュウニ ＝

計算だけではなく頭の中でカタカナを数字に変換することで

脳トレになりますよ
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社会とのつながり、仲間がいる生活は健康寿命（自立した生活がで

きる生存期間）に影響をあることが明らかになっています。

社会とのつながり＝人とのつながりは認知症の方にもとても重要で

す。

しかし、物忘れが始まると外出の機会が減る傾向にあります。理由

としては、自分の発言や行動に迷いがでたり自信が持てず「恥をか

きたくない」「外に出るのが不安」「寝ておくほうが楽」 といっ

た思いになられるようです。

介護保険では 人との交流を目的にデイサービスの利用をすすめる

ことがありますが、 デイサービスの利用が始まるとサロンをやめ

られたりして同じ地域に住みながらも地域とのつながりが途絶えて

しまっている方がおられます。

たとえデイサービスで人との交流があっても 昔の自分を知ってい

る地域の方とのつながりは幸福感や地域で生きる意味にもなります。

また、グループホームのように施設に入所すると「面会できない」

「外に出てはいけない」と勘違いされることも多いのです。 実際は

グループホームからサロンに参加される方もおられます。

認知症になり介護保険の利用が始まっても 同じ地域住民に変わり

はありません。

「デイサービス楽しい？」「何か買い物ある？」「寒くなったけど

足腰どう？」なんでもいい 途絶えがちな地域の方に声をかけてみ

てください。きっと昔のような笑顔がみられます。そして その一言

が地域支援となり その方の幸福感につながります。
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・クリスマス・忘年会（12月中旬）
・門松作り、餅つき（12月下旬）

・新年会（1月初旬）

・運営推進会議（1月下旬）
・巡回トレーニング教室（毎週水曜日）
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★ 感染予防でグループホームの面会を制限させて頂いていましたが、

現在は直接の面会が可能となっています。

面会をご希望される場合は 前もっての連絡をお願いしております。

★ 巡回トレーニング教室が再開されています。

毎週水曜日 午後13時～15時

（送迎は行っていません）

★ ブログ、インスタグラム 随時更新中です。是非ご覧ください‼
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今年は寒暖の差が大きく、

色づきも早かったそうです。

楓や銀杏の見ごたえのある

紅葉に時間を忘れるほどで

した。

山間部に住んでいるとこう

した紅葉が身近にあり毎年

楽しめて、とってもお得な

感じですね
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敬老会を開催しました(^o^)

ぬくもりでは毎年気候のいい10月に敬老会

をしています。

今年は グループホーム18名 小規模多機能施設

27名の皆さんをお祝いしました。

式典では米寿・百寿を迎えられた方の表彰、

食事会の後は 職員による大爆笑の寸劇、カラオ

ケ大会など賑やかにお祝いさせて頂きました。

皆さん楽しいひと時となったようで何度もお礼を

言って下さいました。

大正・昭和・平成 大変な時代を生抜き 豊かな

時代を作ってくださり こちらこそ感謝・感謝で

す。ありがとうございます。

大先輩‼これからもお元気にお過ごしくださいね。
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秋を満喫したと思ったら、早いものでもう師走ですね。

コロナ感染予防の1年でしたが、今年の年末は遠方からの帰省やご家族

が集まり2年振りに賑やかな年越しをされる方も多いのではと思います。

今年は家族に会えなかったり、制限のある生活が続き淋しい思いをした

1年でもありましたが、生活を見直すよい1年だったようにも感じます。

残り１ヶ月 やり残したことを済ませて丑年を締めくくりたいと思いま

す‼
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恒例のさんま会を開催しました‼

炭火で焼くと同じ魚とは思えない

ほどの美味しさで 1匹では足りな

いくらいでした・・
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そして今年はカツオのわら焼きにも挑戦しました!!

この時期に美味しいといわれる戻りカツオを豪快に焼いてみま

した。 高知への旅行気分を味わってもらえたでしょうか？！

さんま会に続いてこちらも恒例行事となりそうです(^^)/
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認知症サポーターになられた川地小学校5年

生の生徒さんが来てくれました。今回はボラ

ンティア活動に入る前にぬくもりの利用者さ

んが何を希望されているのかリサーチのイン

タビューをしてくれました。

インタビューを元にボランティア活動の内容

を決めてくれるそうです。

次回のボランティアを楽しみにしていますよ

(^_-)-☆
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今年も消防署の方に心肺蘇生法を指導して頂きま

した。 また、防災委員主催で火災訓練を行いま

した。緊急時に落ちついて対応できるように色々

な場面を想定し定期的に実施しています。
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