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三次高等技術専門校の介護科より2名

の実習生の研修が当施設でありまし

た。 初日はとても緊張されているよ

うでしたが、自分の得意とされてい

るお菓子作りや三味線を披露され利

用者さまを楽しませてくれました。

介護に対しても熱心に質問もされ、

私たちも日々の支援を振り返ること

ができました。

介護職はやりがいのある仕事です！

介護の仕事に就きたいと思う人がど

んどん増えますように。。
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足の爪は 歩くことで正常な機能を保って

いますが、逆に足の爪が変形すると いつの

間にか重症化して歩くことが不自由になった

り転倒のきっかけにもなります。定期的な爪

のお手入れをおすすめします。巻き爪や変形

爪の予防をしましょう。

①足湯で固くなった皮膚を柔らかくする

②柔らかい毛の歯ブラシで優しく爪のみぞ

（周り）を洗う。
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つぼみの福寿草を頂き、利用者さんと一緒に植え替えを

しました。数日後に可愛らしい花が咲きました。

福寿草は種を蒔いてから開花まで約4年かかるそうです。

長い時間をかけて咲いたと思うと可愛さひとしおですね。
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新年度がスタートしました。

NSライフとして新会社を設立し早1年です。

会社が変わっても、利用者さんの言葉に耳に傾け「意思を引き出す

こと」「引き出し続けること」に変わりはありません。

私たち介護者は 利用者の意思決定の支援をすることも、 意思決

定をしたくてもできない環境に利用者さんをおくこともできる存在

です。それだけ利用者さんの生活を左右する存在ということを忘れ

てはいけないと思っています。利用者さんの一番身近な存在として

認知症があってもなくても 目の前の利用者さんが意思を表現でき

るよう寄り添い、思いをつないでいける存在でありたいと思います。

経営する立場ではありますが、私もスタッフの一員。いち介護士と

して今年度も一層励んでまいります。
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この時期 花粉でつらい思いをされている方が多いと思います。

私もその一人(-_-;) 毎日鼻紙が手放せません。

花粉症の方におすすめの食べ物の1つでヨーグルトがあります。ヨーグル

トは腸内細菌のバランスを整えて便通をよくしてくれますが、 腸内環

境をよくすると、花粉（アレルゲン）が腸内から体内に入りにくくなる

可能性が高くなるそうです。 また乳酸菌には免疫の過剰反応を抑える

働きもあるので 花粉症の症状緩和になるそうです。
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漢字の部分を足したり引いたりしてできる2文字の熟語は何でしょう。
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★トレーニングルームでの面会を再開しました（面会を希望される方

は事前の連絡をお願いします）

★トレーニングルーム使用可能となっています。

★毎週水曜日の巡回トレーニング教室は5月から再開されます。

（毎週水曜日13：00～15：00 ※送迎は行っていません）

★ブログ、インスタグラム随時更新していますので是非ご覧ください
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どこかにでかけたくなりますが、コロナ感染者もなかなか

減らず今年の春も遠くへの外出は控えようと思います。で

も少し歩けばふきのとうやヨモギ、つくし。もう少しすれ

ばタケノコも採れこの周辺は食の宝庫です。近場で美味し

い春を楽しみたいと思います(^_-)-☆
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今年の節分祭はロング巻きずしに挑戦しました。

巻き簾の代わりに簾を購入し、長さ調整をしました。海苔、酢飯、

具材をのせ リーダーの合図で一斉に巻き、３ｍ６０㎝の巻き寿司が

出来上がりました！

ぬくもりギネス認定です‼ 今後の記録更新が楽しみですね♪
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事をすることに。 隣りの棟に一夜限りの「焼肉きん

さい亭」オープン。同じ屋根の下ですが、少し場所を

変わるだけで外食気分に。食事もビールもすすみます
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