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医療法人社団 郁栄会

かなこぎ苑だより
餅つき

平成二十五年元旦
医療法人社団

郁栄会

これからも 〝初心忘るる事なかれ〟の精神で職員
一同 精進 ・努 力し てまい りま すの で、 何とぞ 皆様
のご指 導・ ご支 援を 賜りま すよ うお 願い 申し上 げま
す。
今年 が皆 様に と りま して 幸多 き年 で あり ます よう
お祈りい たしま す。

今年 、医 療法 人 社団 郁 栄会 は創 立 十周 年を 迎え
ます。
平成十 五年 七月 一日 、北部 脳神 経外 科・ 神経内 科が
スタートして早十年、七月より十一年目に入ります。
かなこぎ 苑は四 月よ り八年目 に入り ます 。
これも ひと えに ご利 用者の 皆様 、地 域の 皆様、 関係
各位の方々のご支援の賜物と深く感謝申し上げま
す。

新年明け まして おめ でとうご ざいま す。
旧年中 は多 くの 皆様 に支え られ 無事 一年 を終え るこ
とができ ました 。
心より御 礼申し 上げ ます。

年頭のご挨拶

介護老人保健施設 かなこぎ苑
かなこぎ苑

餅餅餅餅つき

入所

十二月二十八日、かなこぎ苑に

て利用者様と餅つきを行いまし

た。

寒い中、最初は慣れない様子の

職員も時間が経つにつれ『よいし

ょよいしょ』と杵を力強く振り下

ろし、息のあった掛け声が響きま

した。

室内では、利用者様が出来たて

の熱い餅を手際よく、あん餅や鏡

餅にされ、昔ながらの技を見るこ

とが出来ました。温かい餅を丸め

ながら色々な思い出話を聞くこ

とも出来ました。

餅はその日の午後、おやつの芋

餅にして食べていただきました。

利用者様が作られた鏡餅も玄関
を飾っています。

昨年の十二月九日、入所棟でのクリスマス会が行われました。

サンタとトナカイに
変装したスタッフによる
「ひげダンス」♪
無事ミカンをキャッチ♪

入所棟恒例の「ドドンパ体操」
サンタとトナカイより
利用者様全員に

♪利用者様も慣れた様子で、
楽しそうに踊られていまし

プレゼントの贈呈♪
なかには、涙を流して
喜ばれる利用者様も。

短い時間では
ありましたが、
終始笑顔の絶えない
クリスマス会となり
ました☆

「クイズ大会」真剣に答えて
おられました♪

秋のかな こぎ苑 農場で は、大根 ・白菜 ・さつ ま芋など 、旬の 野菜が た

くさん収穫できました。

毎日の食 事の中 に取り 入れて、 ユニッ トのお やつ作り や調理 に利用 し

皆さんで作ったいきなり団子♪

昼食に朝一番で採れた大根・
白菜を鍋にしていただきまし
た。

たりと、大地の恵みを美味しくいただいています。

その一部をご紹介します。

皆さんでの共同作業。
慣れた手つきで、下ごしらえから調
理までされ、様々な料理を作ること
が出来ました★

じゃがいも・白菜・さつま
芋
など、旬の野菜が沢山収穫
できました♪

十一月十五日から二十日、

片岡演劇道場へ出かけました。

片岡演劇道場
十二月十九日から二十二日、クリスマス会を催しました。

劇・踊り・歌を観覧し、利用者様方

は、きらびやかな衣装や艶やかな踊り、力強い演

『和会』『愛笑会』『ハッスル会』の皆様に来て頂き、日舞・独楽
回し・民謡・空手の形など様々なステージを見ることができました。

技などを大変喜ばれていました。劇や歌の合間に

20 日 愛笑会

皆様も、一緒に歌ったり、体操をしたりして参加されていました。

はお土産を選ばれたり、劇団の方とも直接お話を

されるなど、積極的に楽しまれている姿が印象的

でした。帰りの車内では、『すごく良かった』と

笑顔で話され、大変満足された様子でした。

肩こりは、首の周りや肩甲骨付近の筋肉が強く緊張し、血行不良を起こ

している状態です。こりだけでなく痛みやだるさを感じる事があります。

引っ張る
引っ張る。心地よい程度に伸
心地よい程度に伸

ばしましょう。

二 十 一日 は 、職 員に よる 体 を張 っ た出 し物 を披 露 し、 た く

原因は首の骨の変形や高血圧、視力や噛み合わせの問題もありますが、多

手を組んで、腕と肩を逆側に

さ ん の方 に 笑っ て頂 きま し た。 出 し物 の後 には 抽 選会 が 行 わ

くは長時間同じ姿勢を続けることで起こってきます。肩や首、肩甲骨を動

意識しながら、肩を後方に回す
意識しながら、肩を後方に回す。
ながら、肩を後方に回す。

れ 、 当た ら なか った 方も 含 め皆 様 の笑 顔が 素晴 ら しか っ た で

22 日 ハッスル会

かして筋肉の緊張をほぐしてあげましょう！

左右の肩甲骨を寄せるように

す。

おてもやん♪

ストレッチの方法は様々ありますが今回は、その中のいくつかを紹介し

置いて、ゆっくり
置いて、ゆっくり肩
ゆっくり肩をおろす。
をおろす。

たいと思 います。

肩を真上に
肩を真上に引き上げる。
真上に引き上げる。少し
引き上げる。少し

19 日 和会

サンタさんからのプレゼントもありました♪

21 日 職員出し物

新年明けましておめでとうございます。
今年も利用者様に喜んで頂けるよう〝見て楽しく、食べて美味し

栄養科一同

くかつ安全な食事〟をモットーに栄養科一同頑張っていきたいと
思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

おせち料理の献立に隠された意味
お正月を彩るおせち料理。華やかなお祝い料理としても、お正月の保存食
としてもおせち料理は欠かせない料理です。そんなおせち料理にはいろんな
意味が込められています。代表的なおせち料理の意味をご紹介します。
黒豆：まめに働けますようにという意味、数数数数のののの子子子子：子孫繁栄
田作りりりり：豊作を願って、紅白蒲鉾：紅白はおめでたいことを意味する
伊達巻：「伊達」には華やかという意味がある、栗栗栗栗きんとん：豪華さを表す
紅白なます：お祝いの水引をかたどったもの、海老：長寿を願って、
里芋：子宝を祈願、れんこん：先を見通せるよう、昆布巻きききき：
「よろこぶ」に
かける

かなこぎ苑のお正月飾り

利用者様とスタッフとで、正月飾りを作成しました。

色 紙 を ち ぎっ て 絵 に貼り 付 け た もの や 、 書初め を し て いた だ き 、 今

年 も 良 い 作品 を 作 ること が 出 来 まし た 。 来苑さ れ た 際 は、 是 非 ご 覧

編集後記

明けましておめでとうございます。

年が明 け早 二週 が経 ち、お 正月 ムー ドも 落ち着 いて きま した

が、寒さはこれからが本番です。

今季は、ノロウイルスが流行しており、外出の際のマスクの着

用・手洗い・うがいを心掛けましょう。

今年も より 良い 記事 をご覧 いた だけ るよ う、頑 張っ て参 りま
す。

本年もよろしくお願い致します。
広報委員会

井村・田北・工藤・伊藤・上田・一ノ瀬・只野・山崎

