令和元年
10月１日発行
第208号
9月12日（木）モスバーガー高
崎豊岡店にて「オレンジカフェ」
が開催されました。お茶を飲みな
がら認知症の相談や家族の息抜き
の場所、仲間づくり、地域づくり
として、あんしんセンター豊岡が
毎月第2木曜日に開催しています。
今月は参加者の提案で真っ白な花
を制作しました。

紙芝居ボランティアが、
9月18日（水）に行われま
した。みなさま紙芝居を見
るのは久し振りでしたが、
さすが！お話しが上手なの
で、最後まで熱心に見入っ
ておられました。懐かしく
楽しい時間になりました。

介護フェアを、10月20日(日)に開催いた
します。日頃の感謝を込めて様々なイベント
を予定しております。専門員による介護相談
コーナー、屋台、喫茶コーナー他、豊岡太鼓
保存会の皆様による勇壮な演奏など。職員一
同、みなさまのお越しをお待ちしております。

【日時】 令和元年１0月20日（日）
13時～17時
【場所】 介護老人保健施設
ケアピース
高崎市上豊岡町1168－1

第24回醫光会研究発表会を、9月24日（火）に高崎市総合福祉センターにて開催いたしました。
毎年、醫光会グループ職員が日々業務を通して得られた体験・工夫・研究・提言など、業務全般にわ
たる研究内容を発表しています。今年は、研究発表6演題、訪問看護ステーション「こすもす」所長
による講演、また、ご家族様による特別講演「母を看取って」では、実際にライフ豊岡にて過ごされ
たお義母様のお話や、介護を行った立場での貴重なお話をたくさんいただきました。
当日は職員240名が研究発表会に参加し、医療や介護について、それぞれ日頃の業務の参考となる良
い機会となりました。
ケアピースからは、「一般棟」、「ケアプランセンターピース安中」が選ばれ発表しました。
介護の世界も日進月歩で変わっています。醫光会では、今後もご利用者様のため、社会のためになる
ように努力し、より良い施設づくりを目指します。

ケアピース 一般棟

◆「新人介護職員の育成
～OJTを取り組んだ新人研修～」
高齢になると唾液の量が減り、口の中が乾燥しやすくな
ります。パサパサしたものや粉っぽいものは、口の中で
まとまりにくいので、ムセのもとです。喉越しが良くつ
るりと入るものでも、噛まなければならないものは、窒
息の原因になるので注意が必要です。《 （例）おもち
刺身 寿司 魚の骨 りんご かまぼこ 海苔 ワカメ
こんにゃく ごま 豆類 カステラ 等 》 ムセやす
いものや喉に詰まらせやすい物を食べる時には、少量ず
つ、ゆっくり、良く噛んで、しっかり飲み込む ように
しましょう。

言語聴覚士
栁田侑子

ケアピースには専門資格者が多数おります。専門資格者がどのような業務を担っているのか、紹介し
ながらワンポイントアドバイスを連載しています。いつでもお気軽にお声掛けください。

【編集後記】
今、ラグビーワールドカップが行われている。世界の強豪20か国による世界一決定戦である。開催されてから、感動的な秘話も伝わってきた。ニュージーランドのチームは先住
民のマオリ族の出身者が多く、古くからタトゥー（入れ墨）をした選手が多い。ラグビー国際団体が日本において、反社会勢力のイメージが強いため、プールやジムにおいてはタ
トゥーを隠すようにとの要望に賛意を示し日本の文化を尊重したそうです。日本においては、各国の国歌を一緒に唄おう！と呼びかけている団体があり、選手達に感謝されてい
る。これぞスポーツ。東京オリンピックでもそうありたい。 （広報委員会 重田）
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新人介護職員育成において、ＯＪＴを取り入れ、
チェックリスト、研究報告書を活用し、介護技
術向上を目指し、育成を行った結果を発表しま
した。指導手順が統一されたことで、他の職員
も進捗確認ができ、スムーズな指導ができるよ
うになり、また新人育成する側の現職員にとっ
ても、介護技術向上につながりました。
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ケアプランセンターピース安中

◆「とにかく家に帰りたいんだよ
～在宅医療に理解のなかった家族と看取り、ＡＣＰについて～」
担当した末期がんのご利用者様にＡＣＰが実施できていたらとの思いから、
該当事例を発表しました。ＡＣＰとは、人生の最終段階において、自らが
望む医療・ケアについて、前もって自分自身で考え、共有しておく取り組
みのことです。今回の事例について、退院後の自宅療養を見守りながら、
ご家族の理解を得るためにも、日頃から自分の最期を理解してもらえるよ
う相談しておくことが大切だと考えます。

やっと暑さが和らぎ過ごしやすくなりました。秋と言えば、食欲の秋、芸術の秋・・・
ケアピースで開催された秋のイベントをご紹介いたします。

9月13日（金）上原梅弦さんの「三
味線ライブ」が行われました。「津軽
じょんがら節」「懐メロ」「アニメソ
ング」など数多くの曲を演奏していた
だきました。サプライズゲストとして
デイ職員も三味線を披露。「すごい
ね！」「がんばれ！」等たくさんの応
援の声が聞かれました。

9月11日（水）に、ケアピースにて敬老会イベントを開催しました。当日は光謡会様が来苑さ
れ、民謡、歌謡曲、流行歌、童謡と幅広いジャンルを、三味線、尺八、お囃子で演奏されまし
た。もちろん演奏だけではなく、民謡は三味線と尺八の伴奏で朗々と、「津軽平野」「北国の
春」は尺八独奏でと、目で耳で楽しませてくださいました。
そして、光謡会様の演奏にあわせ、職員が用意した歌詞カードを見ながら、「青い山脈」や
「通りゃんせ」などをみなさま一緒に歌われました。
イベントは1時間程でしたが、光謡会様の音色とみなさまの歌声がホール中に響き、楽しい時
間となりました。

演奏曲目（抜粋）
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9月24日・26日にパンケーキ作りを行いました。
ホットケーキミックスのタネを作っていただくこと
からスタート。焼き上がるにおいがしてくると「も
う焼けたかな？」「ヨダレが出ちゃうね」など完成
する前から多くの反響がありました。

ソーラン節
秋田節
草津湯もみ唄
花笠音頭
四季の歌
夏の思い出
好きになった人

１０月の予定
・グループホーム
◆とんぼ
・ピース安中
介護フェア
10/中旬
運動会
◆デイ
誕生会
◆めだか
10/7～9
運動会
10/7（月） コスモス鑑賞会
10/15～17
料理クラブ
・通所リハビリ
◆うさぎ
10/29（火） ウクレレ演奏会
10/ 5（土） 芸術の秋イベント
10/9（水） 埴輪の里ツアー
◆ショート
10/9・10
甘栗チョコクッキー
10/30（水）オカリナ演奏
10/3（木） パンケーキ作り
10/11（金） 職員演奏会
◆りんご
10/10（木） 芋煮会
10/2（水） 梨狩りツアー
10/24（木） 足湯ツアー
・ショート・デイセンター
10/中旬
ミニ運動会
◆デイ
◆のぞみ
10/16～18 サツマイモの茶巾作り ・ピース佐野
10/5（土） コスモス鑑賞会
10/上旬
作品展
10/21（月） 珀凪星凛ミニライブ
10/10（木） 秋の運動会
10/29（火） 卓球大会
◆ショート
・ピース榛名
10/16（水） 南瓜プリン作り
10/27（日） 地域交流会
10/1～5
ハロウィン壁画作り
・ケアピース
10/20（日）
10/27（日）

ケアピース関連施設をご利用中のみなさまの中から、今年度100歳を迎えるご長
寿の方をご紹介させていただきます。内閣総理大臣・群馬県知事・高崎市長から
慶祝状と記念品が贈られました。おめでとうございます。

敬寿訪問
サービス付き高齢者向け住宅
ライフ豊岡 飯田美子様

これからもお元気でお過ごしください♪

