コミュニケア 2 4 がお 届け するホットな 情 報 誌
7月の薬膳食材「

苦 瓜（にがうり）」
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暑さが始まり、湿も盛んなこの時期。体に
熱や湿がこもってしまうとイライラや不眠
になりやすく、夏バテを起こしやすい原因
になります。

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。

この時期の理想的な食材の１つが「苦瓜」です。
苦瓜の特徴といえば、独特な 苦み ですが、薬膳ではこの 苦み
には熱や湿を取る働きがあるので、夏バテ防止や疲労回復に効果
があります。
苦瓜購入の際のワンポイント！
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初！

イボは隙間がなくぎっしりと詰まっており、色は濃い物を選びま
しょう。
（ただし苦味は強いです！）

〈サービス付き高齢者向け住宅〉シニア町内会

2016年

想い出のレシピ

稲毛

8 月1日（月）オープン！

認知症 や 寝たきりの方も
自分らしい暮らしを実 現できます

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。

コミュニケア 24 初の〈サービス付き高齢者向け

だご汁

住宅〉シニア町内会 稲毛 がオープンします！
自宅での生活に不安や限界を感じている方や、

百姓をしていた母が、家族７人にお腹いっ
ぱい食べさせるためにご飯の代わりになる
ものとして、自分が作った野菜とだんごを
いっぱい入れて作ってくれたものです。自
分でも作るようになりましたが、母の様に
ふんわりした団子が再現できずにいます。

必要なときだけ支援してほしい方。また介護が
必要な方にもご入居いただけます。
認知症や寝たきりの方も、24 時間 365日介護
スタッフ常駐、協力医療機関との連携、看護師・

だご汁とは … 佐 賀 県 の 伝 統 料 理 。

癒しのデイサービス
四街道

機 能訓練指導員による健康管理の徹底により

渕上 トミ様
（77）

安心してお暮しいただけます。
快適な介護(快護)サービス提供の為、日々、笑顔

【材料】
水…1000cc
しょうが…1かけ
季節の野菜・里芋・大根・人参・ごぼうなど
煮干しだし…適量
みりん…大さじ1
小麦粉…６０ｇ(団子用) ★ 醤油…大さじ2、
【作り方】
① 具の野菜は食べやすい大きさに切る（ごぼうはささがきにし、水にさらす）
② 鍋でごぼうを炒めてから、水と煮干しだしを入れ、他の野菜
を入れる。
しょうがスライスを入れ煮立ったらあくを取る
③ 小麦粉と水で団子を作る
（ふわっとした団子）
写真はイメージです。 ④ 野菜が煮えたら★を加えて団子を手で切りながら投入する。
団子が浮いてきたら出来上がり

お知らせ

と感謝の気持ちを忘れずに、温かみのある癒しの
空間を提供いたします。
「人は人によって癒される」
をモットーに スタッフ一同お待ちしております。
( シニア町内会 稲毛 樋宮施設長 )

。
緑豊かな公園も近くにあり
とても暮しやすい環境です

癒しのデイサービス尼崎北 西川善子様の想い出のレシピ、
【茄子の味噌炒め】は
6 月 4 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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明るい陽射しが入る広い廊下。
居室は全部で 76室。

全国45拠点展開中！
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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。

MINNANOUTA

俳句の部
の部
癒しのデイサービス稲毛

目配り、気配り、心配りのお手本です

佐藤

信子様
（74）

週2回 癒しのデイサービス稲毛をご利用下さり、
自ら進んで食器洗いや洗濯干し、下膳等スタッフと
一緒に働いて下さっています。
以前は、お蕎麦屋さんで元気良く働いていました。

浦安富岡俳句会代表 の新山先生に、
2015年 5月〜2016 年5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。
ただ
た。

花吹雪 追いつ追われつ
れつ
川柳の部
送迎車
嬉しくも チョコっと気になる
る
癒しのデイサービス稲毛
石橋 きよ様
ホワイトデー

デイサービスで楽しくリハビリをし、また働きたい。

鳴り響く 祭り太鼓に
踊る孫 ばばの手を引き
神輿に続く
さいたま浦和館デイサービス

蓮村 静子様

浦安きたさかえ館

という思いにスタッフも一緒になってお手伝いさ

短歌の部
の部

星野 至様

せて頂いています。
「ありがとうございます」では
言い表せないほど、スタッフ一同
佐藤様にはとても感謝しています。

また元気に働けるようリハビリ中。
スタッフも応援しています！

こちらが頼まなくても、
自ら進んで
気持ち良く手伝ってくださいます。

テーマ 夏

第32回

休 み

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
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

MINNANOUTA

スタッフ 紹 介

1
Ｖｏｌ.

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。

夏休み ひ孫の声で

起こされる

癒しのデイサービス市川おにだか館

林 安江様

癒しのデイサービス市川おにだか館

江見 公男様

左側の御神輿台と右側の三味線の受台は、三井さんの手作りです。

思い出は

浴衣の姉の

美しさ

ご夫婦で一緒に勤務 のベテラン職員
夏まつり 父の背恋し 肩車
同じ職場に勤務しようと思ったのはなぜですか？
三井さん

肝試し 俺も怖いよ お化けやく

既にまくはり館に勤務していた妻からの紹
介で勤務することにしました。初めは厨房
を希望していたんですが、当時の施設長に
説得され生活サポートの仕事にしました。

子の変わり 絵日記つける お父さん
大空も 心も晴れる 夏休み

勤続何年になりますか？
三井さん

平成17年6 月入社で勤続11年になります。
あっと言う間の11年でした。

敬子さん

平成16 年10月入社で勤続11年8か月になり
ます。私も気づいたら11年を過ぎていました。

まくはり館はどんな施設ですか？
三井さん

良い施設にするため、スタッフ一同が心を
一つにして頑張っている施設です。

敬子さん

三井と同じですが、皆さん幸せな方々だと
つくづく感じます。

シニア町内会 癒しのまくはり館

三井 栄一さん (64) 敬子さん (65)

今後の抱負をおしえてください。
三井さん

私は早くに両親を亡くしているので、親に対
してできなかったことがたくさんあります。
ご入居者様にはその分もできれば。と二人
とも思っています。

かい猫と 夕餉
（ゆうげ）
をかこみ 談笑す
二十八年 夏のひととき
夏休み 祭りさわぎの 季節なり
孫が来りて うれし泣きなり
仰ぎ見る 夏の夜空がきれいだと
都会育ちの 孫等つぶやく

癒しのデイサービス福岡.大橋 國府 美代子様

癒しの市川おにだか館

大野 智顕様

癒しのデイサービス越谷

富田 敏夫様

シニア町内会

NARITA公津の杜

宮内 太郎様

癒しのデイサービスあいのかわ

中村 伸一様

癒しのデイサービス福岡.大橋

原野 朝江様

癒しのデイサービス南千住 曽條 登志子様

