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茗 荷（みょうが）
」

7月は高温多湿の季節です。余分な湿と熱が体内に溜
まると食欲不振、目眩、疲れ、不眠等のトラブルが起こ
りやすくなります。「茗 荷」は熱を鎮める働きがあり、しかも独特の
香り成分が食欲不振に威力を発揮します。消化促進効果もあるので、
暑さで弱る季節には最適の食べ物と言えます。
茗荷茶 根茎を煎じてお茶にし、飲むと神経痛、月経痛に効きます。飲み方は
根茎 10g に対し、水 200ml を半量まで煮詰め、これを１日分 ３回に分けてい
ただきます。

茗荷湯 茗荷の葉と茎を刻み、木綿の袋に入れ浴槽に浮かべます。
香りにリラックス効果があり湯冷めせず、神経痛、リュウマチ、肩こり、腰痛、
冷え性、痔に良く効き、また冷房で冷えた体を温めてくれます。
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コミュニケア24の利用者様の 忘れられない味 をおしえていただきました。
ここではそんな利用者様の
「想い出のレシピ」
をご紹介していきます。

母の手料理 麦とろろ汁 と 太巻寿司

酢飯（お酢・ご飯）
各 材料適量

【作り方】
【作り方】
すりおろした山芋にだし汁を加え、
よく混ぜる。 海苔の上に広げた酢飯をのせ、玉子焼きなどの
ご飯の上にかけ、
うずらの卵を割ってのせる。
具材をのせて巻く。

お知らせ

癒しのデイサービス三郷南 石塚ふさ子様の想い出のレシピ、
【揚げなすの大根おろし添え】は
7月15日の献立に採用させていただきました！ 皆さまもどしどしご応募ください！
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2015年８月から「介護保険の２割負担」の実施
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春の山中湖 施設団体旅行

写真はイメージです。

クラフト体験

写真はイメージです。

２４

〜サポートの宿 山中湖INN〜

【材料】
海苔
玉子焼き
椎茸・にんじん
カンピョウ

今 年 度もコミュニケア グルー
プをご利用いただいております
お客様へ︑春の山中湖バスツアー
を開催させていただきました︒
各施設︑近隣施設ごとにツアー
スケジュールを 組んでお越しい
ただき︑それぞれのバスツアー
を心から満喫していただくこと
ができました︒
ご参加いただいた皆さん︑あり
がとうございました！

太巻寿司
【材料】
ご飯
山芋
だし汁
うずらの卵
各 材料適量

癒しのデイサービス千葉中央の

郡司 あやめ様
（88）

バスツアーレポート

浦安きたさかえ館

家族写真 後列左から3人目が郡司さん。
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旅先のクラフト体験では︑陶芸
を始め﹁モノづくり﹂にチャレ
ンジ︒ダイクロというキラキラ
したガラスを使ったアクセサ
リーを作りました︒
観光では天然記念物﹁忍野八海﹂
を訪れたり︑
﹁クローバー牧場﹂ 宿のレストランで
美味しいランチ♪
では馬に直に触れ︑車椅子の方
も乗馬にチャレンジされたりと︑
普段はなかなか体験する事がで
きないことを心から楽しんでい
ただきました︒
そ し て 宿 は﹁サ ポ ー ト の 宿 山
中湖INN﹂へ︒
料理もとてもおいしく︑宿から
も大きく美しい富士山を見る事
ができ︑たくさんの思い出をつ
宿からも素晴らしい
くることができました︒
富士山が見えました︒

大きなすり鉢に山芋をすりこぎですって、
とろろ汁にして食
べた懐かしい思い出。母親が太
巻寿司を作る時は、
いつも側に
座って出来上がるのを待つのも
楽しみのひとつでした。私の子供
の頃のおいしい思い出です。

介護サービス利用料の自己負担割合が１割から２割へ改正されます。ただし、利用者の全員が２割負担になるわけではなく、
「 本人の合計所得が160万円以上 」、
「年金収入だけなら280万円以上」にあたる人が２割負担になります。

全国45拠点展開中！

介護
Ｎｅｗｓ 「高額介護サービス費支給制度」

「高額介護サービス費」とは、介護サービス利用料として支払った額が自治体によって決められている「負担上限額」
を超えると、
超過した分が払い戻されるという制度です。※詳しくはスタッフにお問い合わせください。

介護スタッフ同行だから安心！

春の山中湖 バスツアー

今月は薬膳アドバイザー 桑原先生
の薬膳コラムをご紹介します。薬膳
とは中医学の理論に基づき、食物が
もつ薬理作用を組み合わせた食事の
ことです。食物の薬理作用をもっと上
手に利用して食養生を始めましょう。
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コミュニケア24の利用者様の中には、ご自身の趣味や特技を磨き
いくつになっても輝き続ける「ステキな人」がたくさんいらっしゃいます。
ここでは、そんな利用者様を順番にご紹介していきます。

好きな言葉「100パーセント元気！
！」

癒しのデイサービス札幌.清田

濱住 恵様
（72）

数年の難病（肺がん）を患いながら、デイサービスでは明るく積極的に機能訓練

MINNANOUTA

俳句の部
の部

浦安富岡俳句会代表の新山先生に、
2014年2月〜2015年1月
までにお寄せいただいた全作品の中から、
特に優れた作品をご選出いただきました。

生涯を かけてリハビ
ビリ
師走かな

に参加。利用者様からも親しみやすく話しやすい存在として人気があります。
で毎日を生活されている
疾病に負けず、常に明るく前向きに、建設的な考えで毎日を生活されている姿勢
す。
は、私達も見習わないといけない人生の先輩といえます。

リハビリデイサービス尼崎北

長谷 準子様

趣味は、手芸。韓流時代劇ドラマ。

短歌の部
の部

川柳の部

デイに来て 川柳に出会い
い
脳目覚め
癒しのデイサービス伊丹館

芦原 照子様

野球観戦（北海道日本ハムファイターズ）。

「みんなの詩」作品集 Vｏｌ.4

縁ありて 通いはじめた
浦和館 何時の間にやら
二年目に入る
さいたま浦和館デイサービス

江川 サヨ子様

！」
好きな言葉「100パーセント元気！

気骨稜稜。前向きパワーが健康の秘訣です。

癒しのデイサービス大阪都島

藤野 弘之様
（94）

最近デイサービスに来られると口癖のように

「走りたい！ちょっとでいいから走りたいねん！」
と言

テーマ

第26回

利用者様からご応募いただいた俳句・川柳・短歌の中から、特に印象

われる程お元気な方です。

深かった作品をご紹介。年に１度、専門の先生に優秀作品を選出いただ

今月より、個別機能訓練加算Ⅱを開始し、機能訓練士と
共に昔やっていたグランドゴルフをもう一度出来るよ

紫 陽 花

MINNANOUTA

き、優秀作品とその他全応募作品を掲載した作品集を制作しています。

うになるために頑張っておられます。常にやる気満々
で、接する私たちも自然とパワーを頂ける方です。また
詩吟の先生も昔やられていたため、今度デイで是非披

忍ばずの

紫花そよと 陽にはえて

佐藤 陽一・
癒しのデイサービス札幌.清田 髙野 十四朗合作

露していただこうと考えています。

み仏に

終の紫陽花

さいたま浦和館デイサービス

原 マス様

癒しのデイサービス八千代台

川嶋 正男様

コンシェールささしま

仲川 敏徳様

癒しのデイサービス江戸川

堀井 利子様

癒しのデイサービス伊丹館

廣谷 ゆきの様

紫陽花は 小花集めて 丸く咲く
中から覗く あま蛙かな

リハビリデイサービス柏

黒田 千枝様

紫陽花は あっという間に 大手鞠
どしゃ降り雨は きっと大変

ＮＡＲＩＴＡ公津の杜

石橋 久和様

知らぬ顔 仲間となりし デイケアー
日なか明るし 笑み背に岐路へ

癒しのデイサービス松戸北

池田 きみ様

紫陽花や
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彩とりどりに 日暮かな

チャンピサージセラピスト育成研修
くまもんだ！ いえいえ家の
お客様へのより良いサービスの提供と、スタッフのモチベーションアップを目的に、
様々な研修を実施しています。
チャンピサージ研修は、経験が豊富で技術が高い施術スタッフが、社内在籍
の国際インディアンヘッドマッサージ日本支部 (L.C.I.C.I) 認定講師の指導の
もと、８月の外部の認定試験に向けて学んでいます。

＜癒しのデイサービスあいのかわ＞ 馬場さん ( 右写真 )
チャンピサージの手技を覚えるのは大変ですが、少しずつ上達していく楽しみもあります。不安・心
配はありますが、講師にいつでも聞ける環境があるので悩み続けることは無いです。セラピスト資格
を取得したら、チャンピサージの良さをもっと沢山の方々に知っていただけるよう頑張りたいです。

＜癒しのデイサービス足立＞ 大槻さん
研修は毎回和やかですが手技を覚えるのが大変で、頭の中は四六時中チャンピ
サージのことでいっぱいです。現在課題取組み中で、身近な方の体を借りて練習
していますが『 気持ち良かった 』
『 前回より良くなってるね 』などと言われたとき
はとても嬉しく、頑 張ろう！と思います。資格を取得出来たら、多くの方に少しで
もリラックスできる時間を提供したいです。

七変化 あやかりたやな
お江戸から むし好きヒ孫

支配人
超高齢
夏休み

シニア町内会

