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大北 さん ＆ 増冨さん
デイケアを利用されているお二人の100歳記念パーティーを盛大に行いました。
増冨さんの見事な詩吟の披露や多彩なスタッフの芸等で会場が盛り上がり、
皆さんの素敵な笑顔をたくさん見ることができました。
これからもお元気で楽しく、笑顔で過ごしていただけますよう願っています。

おめでとう
ございます！

チョコレートタワー！
！
初めての経験〜♪

二人羽 織で
お 笑い！
医療法人社団菫会

介護老人保健施設 垂水すみれ苑

広報誌 [すみれれたー秋号] 2017年10月発行

夏祭り（デイケア） 8月8日（火）・9日（水）

夏祭り（入所） 8月27日（日）
ご利用者とそのご家族が一緒になってスイカ割、盆踊り、ゲームなどを楽しんだ一日でした。

岡田ひさし歌謡ショー

地元垂水の演歌歌手、岡田ひさしさんのコンサートを開催致しました。

みんなと一緒に歌おう のコーナーでは、岡田さんとのデュエットもあり、
大盛り上がりで楽しい時間を過ごしました。

喫茶サロン

当苑では 毎週火曜日(変更あり)に入所・デイケア
ご利用者を対象に喫茶サロンを実施しています。
メニューはコーヒー・紅茶・こぶ茶です。
いつもコーヒーのいい匂いとサロンの雰囲気が大人気です。

イベント 10・11・12・1 月のスケジュール
10月
12月
1月

10月27日（金） フラダンス
10月28日（土） ファッションショー＆家族会
12月 9日（土） 大正琴コンサート
12月19日（火） クリスマス演奏会
12月21日（木） 太極拳表演
1月12日（金） 新年の会
近 隣 の方の
聴 講 歓 迎！

（場所：垂水すみれ苑 ３F）
文 化 教 室（2017年度後半）

11月 16日（木）13:30 〜 14:15

小笠原 慶彰 先生 『仏教と社会福祉
−戦前大阪の変なお寺のこと−』

12月 5日（火）13:30 〜 14:15

森平

2018年

崇文 先生 『中国版やすらぎの郷

『家客』から考える中国社会』

1月 11日（木）13:30 〜 14:15

愛新

2月 27日（火）13:30 〜 14:15

山内

眞也 先生 『ワイン −この不思議な飲み物
（日本酒と比較しながら）−』

3月 29日（木）13:30 〜 14:15

坂本

（２）
千代 先生 『 西洋人が描いた日本と日本人
−畏（おそ）れ慄（おのの）いて −』

講師

翼 先生 『契りについてのことわざ』

小笠原慶彰先生（神戸女子大学 健康福祉学部 社会福祉学科 教授）
森平 崇文先生（神戸学院大学 グローバルコミュニケーション学部 准教授）
愛新
翼先生（孫文記念館 館長、神戸中華同文学校 名誉校長、兵庫県外国人協議会 会長）
山内 眞也先生（大塚ホールディングス株式会社 顧問）
坂本 千代先生（神戸大学大学院 国際文化学研究科 教授）

健 康 教 室 （場所：垂水すみれ苑 ３F）
11月 6日（月）13:30 〜 14:15
13日（月）13:30 〜 14:15

梶原

苗美 教授 『 健康食生活その3

（神戸女子大学）

梶原

近 隣 の方の
聴 講 歓 迎！

発酵食品はなぜ体にいい？！

−乳酸菌、生きて腸まで届かないと役立たず！？！』

苗美 教授 『 健康食生活その4

（神戸女子大学）

発酵食品はなぜ体にいい？！

−シールド乳酸菌とバイオジェニックス効果』

20日（月）13:30 〜 14:15

谷口

洋 施設長 『老年期の食事対策 −味覚と嗅覚−』

27日（月）13:30 〜 14:15

谷口

洋 施設長 『糖尿病と認知症』

垂水すみれニュース

★実習生受入れ報告
学校名

★メンタルヘルス勉強会

神戸学院大学

4年

1名

神戸国際大学

1年

1名

神戸大学

4年

1名

神戸リハビリテーション
福祉専門学校

1年

4名

（講師：遠藤 昌克氏
兵庫産業保健総合支援センター）
職員の方々が当施設で長く働いてもらえるように、
ストレスに対する知識や予防法、相談しやすい
環境作りなどに関する勉強会を実施しました。

学年 人数

実習内容

支援相談員
実習

理学療法概論
実習
理学療法士
見学実習
介護福祉
実習

栄 養 科 便り 10月の行事食は、

「 お月見御 膳

（秋の散らし寿司、梨、お月見饅頭）」
を提供いたしました。

安藤 実佳子

職 員
の 窓

■担当フロア： 3階

つくし・あじさい

今年の6月に入職させて頂きました。私自身、人見知りが激しい性格の為
よく緊張していますが、職員の皆さんが優しく指導してくれます。
そのため利用者一人一人へのコミュニケーションの取り方も少しずつ理解でき、
毎日楽しく業務に取り組めています。
これからも日々の業務の中で色々と勉強していき、頑張りたいです。

リハビリ通信

今回は
「背筋の筋力低下による問題点や

トレーニング」についてのお話です。

姿勢を安定させるため腹筋「1」に対し、背筋は「1.3 〜 1.4」の割合で働いているといわれています。
そのため、背筋の筋力低下は身体の不安定による腰痛や悪い姿勢に繋がります。
背筋を伸ばす筋肉として、脊柱起立筋や腰方形筋、多裂筋と背骨に付く筋肉が作用します。
これらの筋肉を強化するためのトレーニングを紹介します。

１. 椅子に浅く腰掛け、後頭部で手を組みます。腰の幅に足を開きます。
（※この時、息を吐きながら行います。）
２. 天井を見上げながら胸をしっかり張ります。
３. 頭を元の位置に戻します。
※首や肩に疾患・痛みがある方、身体に痺れが生じる方は行わないようにして下さい。
10回×2セットを目安に行いましょう。

施設のご利用につきましてのご相談を随時受け付けております。
■ 在宅での介護が限界になり、施設入所を検討したい。

ご質問やご相談につきましては
お気軽にお問合せください。
施設見学を随時行っています。

■ 現在入院中だが、退院後の生活について相談したい。
■ 今後の事を考えて入所相談をしたい。
■ 介護負担の軽減のため、ショートステイを検討したい。
■ デイケア（通所リハビリテーション）って何をするところ？
医療法人社団 菫会

介護老人保健施設

垂水すみれ苑

（事前にお電話でお問合せください）

〒655-0852 神戸市垂水区名谷町字猿倉241番5

TEL

078 -706 -1002

