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７/１（金）

７/２（土）

ご飯、かき玉汁、ほっけのみり ７/６（水）
ん焼き、きんぴらごぼう、洋梨
缶
ご飯、味噌汁、鮭のタルタル焼 ７/７（木）
き、キャベツ浅漬け、キウイフ
ルーツ

７/３（日）
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ご飯、かき玉汁、赤魚の粕漬け
焼き、大学芋、パイン缶
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令和 4 年 7 月号（通巻第 216 号）

ちらし寿司、清汁、笹かま、星
ハンバーグ、切り漬

様々なお花をご用意し、入居者さんに自由にアレンジして

特別養護老人ホーム

6/22

頂きました。色や香りを楽しみ、花に触れながらひとつの

７/８（金）
ご飯、中華スープ、かに玉、も

作品を作り上げる事でリフレッシュ効果もあります。それ

やしのツナ和え、みかん缶

ぞれの個性が出てとても素敵な作品が出来上がりました！
作品は居室に飾られ、入居者さん自ら「お水をかえたいか

７/４（月）

７/５（火）

ご飯、味噌汁、鶏ささみのカレ ７/９（土）
ー炒め、きゅうりのおろし和
え、洋梨缶

ご飯、味噌汁、茄子と豚肉のた
きあわせ、ポン酢和え、キウイ
ヨーグルト

ら手伝って」と職員に声をかけたり、黄色くなった葉っぱ
を取り除いたり、お花の面倒を見られています。

ご飯、春雨スープ、エビ豆腐、 ７/１０（日） ご飯、味噌汁、鮭のしそムニエ
ザーサイ和え、フルーツカクテ
ル、生揚げと春雨の生姜和え、
ル
黄桃缶

※都合により献立が変更になることがあります。
※嫌いな食材、病院より控えるように指導されている食材等ありましたらご相談下さい。

Vol7. 安心の笑顔

《

花水木からのお願い

》

写真：花水木のアナベル

6 月 21 日は、特別養護老人ホーム花水木の兼六ユニット入

職員訪問の際、ペットをゲージへ入れる、リードにつなぐ等のご協力をお願いいたします。
大切なペットを守るため、また、職員が安全にケアを行なうためにも、職員訪問の際はペットにリ
ードをつけていただくか、ゲージや居室以外の部屋へ保護するなどの配慮をお願いいたします。職
員がペットにかまれた場合、治療費等のご相談をさせていただく場合がございます。

居者さんが、兼六ユニットホール内で新型コロナウイルスワ
クチンの 4 回目接種をしました。
石巻市内の高齢者施設で 4 回目接種が始まったばかりとい
うこともあり、石巻市役所担当課や新聞取材 2 社、テレビ取

≪個人情報の取り扱いについて≫
個人情報に関する方針は特別養護老人
ホーム花水木で掲示して公表するととも
に要望に応じて紙面にて公表します。
あらかじめ利用者本人の同意を得ない
で利用目的の必要な範囲を超えて、個人
情報を取り扱うことはいたしません。
また、ボランティア慰問者についても、
個人情報保護に関する誓約書にて、活動
中・活動終了後も第三者に故意に情報を
漏洩しないよう誓約頂いております。

■特別養護老人ホーム花水木

0225（86）5088（代）

材 1 社が訪問し、少し緊張した雰囲気を感じながら接種開始時間を待ちました。入居者さん

■ショートステイ花水木
0225（75）2941（直）
介護を受けている方のお泊りに！（１泊から可）

にテレビカメラで撮影することを伝えると「可愛くしなきゃ」と髪に手櫛をいれる M さん。

■花水木介護センター

らせてけらいん」と落ち着いた口調の I さん。注射を痛がる方もなく、とても和やかにワク

・デイサービス

0225（86）5089（直）

お試し体験利用は随時受付中！是非ご連絡を！
・訪問介護
080-6022-6959（直）
■居宅介護支援センター花水木 0225（86）5503（直）
介護相談、承ります。困った時はお電話を！

施設見学は随時受け付けております。
ご希望の方はお電話をお願い致します。

「花水木の宣伝になるっちゃ！」と目を大きくする S さん。「テレビを見るように家族に知
チン接種を終えることが出来ました。
夕方、NHK「てれまさむね」で放送され、リアルタイムで見れなかった入居者さんも録画で
ご自分の映りをチェック。家族さんも記念になると喜ばれていらっしゃいました。
4 回目接種は重度化を防ぐ効果を期待できますが、大切なのはウイルスを施設内に持ち込
まないことですので、これまで以上に対策を徹底したいと思います。そして、石巻市内の感
染状況が落ち着きましたら、面会の緩和をしたいと思っております。

『山田豆腐店』広渕字柏木 13-1
日
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今月は広渕の「山田豆腐店」さんをご紹介。とても美味しいお豆腐屋さ
んです！店内に入るとお洒落な冷蔵ケースとお品書き札が目を引きま
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す。こちらのお豆腐は、毎日食べられるお豆腐であること（冷奴や味噌

作
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汁などの基本的な食べ方がおいしいこと、手軽に手に取っていただけ
ること）を大事にしているそうです。以前より移動販売を行っており、
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コロナ禍において継続を悩んだそうですが「来てくれてありがたい」
と喜んでくれるお客さんが多く、続けて良かったと思ったそう。ご主
人によると「移動販売車には商品
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声をかけて下さいね♪
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100 種類くらい乗せているよ」と
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児童クラブにてサッ
石巻市河南地域
包括支援センター
カー教室開催！コー6/27
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チは花水木が誇るサ
須江の小竹憩いの家にて、ぱんぷきんフィット
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ッカー選手、相内マ
の健康運動指導士さんをお呼びして健康体操。

同じカップ

フライパン

金魚の吊る

同じカップ

ネージャー。実力派コーチの登場に子供達
参加者には、難易度高めの認知予防体操が楽し

探し

ふりふり

し飾り

さがし

は大喜びで一緒にグラウンドを走り回って
かったと大好評で
いました。子
した。難しめの体

３１

供達の声は地
操の方が「効いて
域の元気の源
る！」感じがして
※感染状況により中止となる場合がございますのでご了承ください。
・・・ 上肢の機能訓練
・・・ 下肢の機能訓練
・・・ 脳のトレーニング

ですね。
燃えるようです！

藤原澄先生が来所されました。音楽と先
生の掛け声に合わせ、みなさんリラック
スしながら体を動かしていました。終了
後は満足気な表情が見られました。

デイサービス 6/１

手や足の訓練になるレクリエーションを
行なっています！
『 うなぎ 』
～熱中症対策～

うなぎに多く含まれるビタミ

①運動して汗をかく

②こまめな水分補給

③室温を確認する

ン B1 は、糖質をエネルギーに

人は汗をかくことで体温を保

高齢者は喉の渇きを感じ

高齢者は暑さを感じにく

変えてくれる作用があり、疲労

ちますが、このバランスが崩

にくいため、喉が渇いてい

いため、室温を意識するこ

回復に繋がります。暑い月が続

れ体温が上昇すると熱中症に

ない状況でも「1 時間に 1

とが大切。自宅に温度計を

き、体が疲れているからこそ、

なってしまいます。適度な運

回は水分をとる」など決め

設置し「室温が 30℃を超

土用の丑の日にうなぎを食べ

動で暑さを乗り切る体作りを

てこまめな水分摂取を習

えたら冷房をつける」など

て夏を乗り越えましょう！

することが大切です！

慣にしましょう！

目安を決めましょう！

今年は 7/23 と 8/4 です！

退院後の生活が不安…
物忘れが多くなった…
独り暮らしに不安がある…
介護に疲れた…

■居宅介護支援センター花水木■

