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①趣味　②星座　③血液型　④座右の銘　⑤コメント

①読書・イラスト・マッサージ（するのもされるのも）
②いて座
③O型
④まず、やるだけやってみる
⑤皆さんにならって、笑顔で頑張ります。
　よろしくお願いします。

ここまで自分を育て応援して
くれた家族、先生方、宝珠苑
の皆さんにはとても感謝して
います。これからもよろしくお
願いします。

新人職員
紹　介
新人職員
紹　介

♥新しい家族が仲間入り♥♥新しい家族が仲間入り♥

小西　史織小西　史織
こにし　　　しおりこにし　　　しおり

（特養介護職） 吉岡　一星吉岡　一星
目指せ特養の一番星！！一星！！

エールの言葉

編集後記編集後記編集後記
若草萌える季節となりました。編集も新メンバーとなり萌えに燃えております（笑）
皆様に楽しんで頂ける【宝珠】を作っていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

スタッフ：長屋・中西・森・谷川・早川・猪島

４月 花まつり
花見ドライブ

６月 あじさいドライブ
ゆりの里ドライブ
防災訓練

５月 つつじまつり
春季遠足
宮ノ下地区体育大会

７月 介護体験（中・高・大学生）
※都合により日程、内容等が変更になることがあります。
　ご了承ください。

４月から７月までの主な行事予定４月から７月までの主な行事予定

（特養介護職）

例えば　将棋、囲碁、手芸、習字、体操、絵画、音楽、お話相手など
掃除、窓拭き、草取り、庭木の剪定、洗濯など
毎週　水・土曜日　午後２時よりシーツ交換

◎曜日、時間帯など、ご都合に合わせた活動も可能です。
◎継続して活動してくれる方　大歓迎
◎とりあえず、１回だけと言う方でも構いません。
◎ボランティアに興味がある方は、当施設まで是非ご連絡ください。

ボランティアさん募集してます!！ボランティアさん募集してます!！ ご自分の趣味や特技を
宝珠苑で生かしてみませんか。

ご家族の方
も

大歓迎

特養介護職
鶴岡 由紀（長男） 鶴 岡　祐 樹くん

ゆう　  き

2015年1月3日
体重　2,940g

強くて優しい子に
育ってほしいです

♥我が子に一言♥

年男・年女大集合
苑内のイベント紹介（12月～３月）
健康に関するアドバイス　他
高血圧・減塩食のポイント　他
お誕生日ご紹介　他
新人職員紹介　他

…………………………2-3P
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………………7P
………………8P

…………………………9P
…………………………10P
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12月 ～３月12月 ～３月

そば打ち

毎年恒例となったそば打ち！
目の前で打たれる蕎麦に興味津 ！々
一緒にそば打ち体験もし、おいしい蕎麦に笑顔がポロリ！

羽根付き

自分の体程ある
特大の羽子板に、
体を振り回されそう！
昔を思い出し、
正月気分を味わえました!!

クリスマス会

クリスマスケーキやプレゼントに、
にっこりウキウキとまりません！！
メリ～クリスマス！！

クリスマス会

ハーモニカと尺八での演奏や合唱をし、
その後サンタとサンタガールからコーヒーと
ケーキのプレゼントがありました♪

新年懇談会

昨年一年間の出来事を
スライドショーで上映し、
ニーズにそったサービス
提供に向け、
ディスカッションを行いました。

二人羽織

二人羽織でのお食事やカラオケの熱唱、
そして練習を重ねたダンスを披露しました♪

太巻き作り

まるで職人さんが作ったように
バランス良くまとまり、
とても美味しかったです。

特 養 デ イ
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①こんな症状はありませんか？
　▶背が縮んだ気がする。　　▶仰向けに寝ると背中が痛い。
　▶背中が張ったりして痛む。 ▶背中がピッタリ壁につかない。
　▶些細なことで骨折した。

②バランスの良い食生活を
★カルシウムを摂ろう（1日の目安800mg）
　▶牛乳1杯（220mg）　　　　　 ▶プロセスチーズ2片（126mg）
　▶しらす干し大さじ４（106mg）　▶小松菜　1/3わ（136mg）
　▶豆腐　1/4丁（90mg）　　　　▶納豆1パック（45mg）
★ビタミンDを摂ろう（1日の目安5～50μg）
　▶鮭１切れ　　　　　　▶サンマ　1/2尾
　▶うなぎの蒲焼き１串　▶乾燥きくらげ２～３枚

③運動をしましょう
　▶ウォーキング（30～40分間歩く）
　▶かかと上げ　（5秒停止を10回）
　▶椅子に深く腰掛け両足を持ち上げる
　　（10秒停止を5回）

④検査について
★X線検査
　X線によって背骨や大腿骨状態（変形や骨折）が目で見て分かります。
★骨密度検査
　骨密度の測定によって、骨の内部状態がわかります。
　さまざまな機器が開発されており、用途によって使い分けられています。
　▶DXA法
　　微量のX線をあてて、腰や足の付け根の骨を測定するAXD法です。
　▶MD法
　　手のひらにX線をあて、測定するMD法です。
　▶超音波
　　かかとの骨を超音波によって測定する方法です。

★尿・血液検査
骨の量が減っているのは、骨の新陳代謝
のバランスが崩れているためです。尿検
査や血液検査では、骨の代謝の過程で生
じたさまざまな物質（骨代謝マーカー）の
量から、骨の代謝のバランスが崩れてい
ないかどうかを調べます。検査結果から、
将来、骨の量が減少するかどうかを予測
することができます。

施設見学しませんか

　当施設は昭和57年に開設し、長い歴史で築いた経験と信頼のもと、地域から愛され家庭
との結びつきを重視した運営に努めております。
　自然の光が取り込めるよう大きな窓を設置した室内からは、緑の田畑や白山などの山々
が一望でき、その閑静な佇まいは、とても明るく安らぎのある環境にて利用いただけます。
　レクリエーションにおいては、季節に合わせた行事や野外活動・法話・慰問等々を多様に
取り入れ、活気のある生活が送れるよう趣向しております。
　介護サービスにおいては、ご利用者様の人格を尊重し、一人一人の生活スタイルに即し
た、個別のケアプランを作成することにより、ご利用者様が必要とする適切なサービスを実
施します。
　また、介護・医療施設で豊富な経験を積んだ看護師や医療機関との連携により、体調の急
変時にも即、対応でき、施設内研修や外部研修を積んだ優れた介護士が24時間常駐し、サ
ポートも万全の体制で迎えます。そして、自前の厨房を完備しているため、その日の個別嗜
好や体調変化などにも適応した食事を提供いたします。
　職員育成においては、一人一人の資質を高め、介護に必要な知識・技術・倫理の向上に努
めており、ご利用者様が安心し、ゆとりある体制を整えております。
　当施設を一度ご覧になりたい方は、お気軽にお越しください。

　心が洗練される法話。当施設では月に一度、法話を行っております。５名の住職が回毎に代わり、心温まる法談を約1時間
半に渡りお聞きいただけます。ご興味をお持ちの方は、振るってご来場ください。入場無料、要予約。（定員数を超えた場合
はお断りする場合がございます。予めご了承ください）

★住職紹介
　正円寺 佐々木住職／教応寺 奥田住職／浄林寺 加納住職／西宮寺 三崎住職／最勝寺 佐々木住職
★実施日の紹介
　４月１４日（火）教応寺 奥田住職／５月１２日（火）最勝寺 佐々木住職／６月１０日（水）正円寺 佐々木住職

法話をお聞きになりませんか

G・H
クリスマス会

ハッピーメリークリスマス！ご馳走たくさん食べて
プレゼントももらって楽しかったです♪

新年会

新年を迎え、職員の芸に
みなさんで大笑いして甘酒でかんぱいです。

おやつ作り

みんなで一生懸命作ったおやつ、とってもおいしかったです。

節分会

みんなで鬼退治をしてご馳走をたくさん食べました♪
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ご協力ありがとうございました

冨　澤 サワイ様（97歳）
岡　崎 幸　夫様（82歳）
北 フジ子様（88歳）
寺　前 アイ子様（86歳）

齊　藤 春　尾様（91歳）
宮　前　トモ子様（87歳）
山　下 ハツ子様（93歳）

４月

下　田 こい志様（93歳）
竹　内 俊　子様（96歳）
谷　中 列　子様（83歳）
塚　谷 芳　枝様（89歳）

松　浦 ナツヱ様（96歳）
藤　田 光　子様（91歳）
本　多 トヨ子様（94歳）

５月

大　倉 あい子様（93歳）
廣　岡 ミツエ様（94歳）
谷　中 辰　子様（80歳）
谷　口 コズエ様（87歳）

豊　岡 リユ子様（87歳）
高　本 ツタエ様（98歳）
山　本 千代子様（89歳）
竹　内 清　子様（84歳）

６月

池　端 よし子様（94歳）
佐　野 節　子様（83歳）

大　島 ふみ子様（82歳）７月
青　木　信　子様（83歳）４月

木　嶋　清　子様（89歳）５月

宮　谷　　　昇様（88歳）
土　肥　嘉代子様（86歳）

７月

濱　岸　英　子様（91歳）
秋　田　　　榮様（91歳）
村　内　タツエ様（87歳）
若　林　喜美子様（94歳）

４月

中　本　キミエ様（91歳）
笹　岡　八千代様（93歳）
小　島　シゲ子様（89歳）
堀　　　およた様（96歳）
湯　場　喜代子様（89歳）
齊　藤　文　子様（83歳）
織　田　利　子様（87歳）
中　島　ミドリ様（100歳）
松　浦　キノリ様（95歳）
三　上　長　男様（94歳）
立　内　百合子様（88歳）

５月

町　井　ツユ子様（96歳）
末　政　たぬゑ様（86歳）
西　端　とめを様（88歳）
竹　川　幸　尾様（90歳）
室　田　悦　子様

6月

西　森　時　子様（96歳）
大　平　コヅエ様（87歳）
斉　藤　ハル子様（93歳）
西　出　静　子様（91歳）

7月

特養入所者 デイサービス利用者

４月～７月生まれの方※年齢は誕生日以降の　満年齢です

お誕生日ご紹介お誕生日ご紹介お誕生日ご紹介

グループホーム利用者

「虹の会」　尾西弥生様
ＪＡ福井市青壮年部　鶉支所様
ビクター歌謡教室　明新教室様
「うずら琴友会」　会長　下本幸子様
「舞踊クラブさつき会」　代表　布川寿栄様
「ウクレレ演奏」　岩佐高征様

慰 問

「車椅子贈呈」　鶉小学校様・小林正幸様・湯口道子様・宮前清美様・松浦ナツエ様

ご寄贈・ご寄附

川西地区　日赤奉仕団様
片川弘子様・吉川アキコ様
浅井久子様・境谷雄二様
東本静子様・吉田智子様
本郷地区老人会様

ボランティア

の
ポイント

【ロールみそカツ】

減塩食の調理法減塩食の調理法

7.加工食品の食塩含有量を知る

8.すし飯、味付け飯、丼物の回数を控える

9.麺類のだし汁は残すようにする

10.インスタント食品は控える

11.澄まし汁、スープ、みそ汁などは汁を少なくし、具を多くする

12.漬物の量を減らす

14.しょうゆやソースはかけるより付けて食べる

作る時のポイント作る時のポイント高血圧・減塩食
・葱を芯にして豚肉で巻き、 
 小麦粉・卵・パン粉をつけ油で揚げる。

盛り付け時のポイント盛り付け時のポイント
・具を多めにし、
 汁を少なめに入れる。

食べる時のポイント食べる時のポイント
・みそだれを小皿に入れ、
 つけながら食べる。

【法蓮草としめじの柚子和え】

作る時のポイント作る時のポイント
・しめじを使用。
・柚子の果汁を加える。

1食の中で1品は普通の味付けにし残りの料理を無塩または減塩
にする

１.重点的な味付けをする

レモン、柚子、パセリ、生姜、きのこ、カレー味、唐辛子、ごま油など
3.香りや風味によって味付けする

きのこ類、昆布、わかめ、かつおぶしなどの旨味成分を利用する
4.旨味のある食品を使う

丼物は調整できない
13.外食の料理は定食など塩分調整の出来るものを選ぶ

2.新鮮な食品、季節の食品を活用する

5.食塩を使用しなくてもよい料理法を選ぶ
▶焼き色をつける…軽く焦げ目を付けて香りと香ばしさで食べる。
▶油炒め（ムニエル）にする…減塩でも無理なくおいしく食べれる。
▶揚げ物にする…

しその葉、のりを巻いて揚げると塩分が無くてもおいしくな
る。レモンを添える。衣に海苔やパセリのみじん切りを入れて
揚げる。

▶蒸し焼きにする…
アルミホイルで包んでオーブンで蒸し焼きにすると風味が失
われない。香味野菜を一緒に包んで焼くといっそう風味がよ
くなる。

▶臭みを消す…魚や肉の臭みを生姜、酒等を使って臭みをとる。

6.調味で工夫する
▶酢で調味する…ゆず酢、ごま酢、みぞれ酢、きゅうり酢、三杯酢、甘
酢あんかけ

▶砂糖で調味する…甘煮、甘酢あんかけ
▶減塩しょうゆの使用…普通のしょうゆの１/2の塩分。
▶割り醤油を作る…だし汁で2～4倍に薄めた割り醤油を作って料理
に用いる（天つゆ程度）その時のしょうゆは塩分の少ない、色の濃
い濃い口しょうゆを用いる。
▶味噌は白味噌を使う。
▶塩１ｇは醤油小さじ１と同じ。ソースなら小さじ２、ケチャップなら大
さじ１と1/２、マヨネーズなら大さじ4。しょうゆをかけるより、ケチ
ャップ、マヨネーズを利用する。

Before After

藤井　浩美
若かったあの頃は、真っ盛り。
ピンク色でした。今では体重が
25kgも増えちゃいました。

Ｇ　Ｈ

斎藤　俊信
20才の頃。その当時から貫禄
があり、とても凛々しいですね

施設長

Before After

Before After

Before After

【みそ汁】

松尾　高明
24才の独身時代。
今と違いフサフサですねｗ。

特  養

広浜　美樹
20才の独身時代。
当時のアイドルの
ように、とっても
チャーミングですね。

デ　イ
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７月 介護体験（中・高・大学生）
※都合により日程、内容等が変更になることがあります。
　ご了承ください。

４月から７月までの主な行事予定４月から７月までの主な行事予定

（特養介護職）

例えば　将棋、囲碁、手芸、習字、体操、絵画、音楽、お話相手など
掃除、窓拭き、草取り、庭木の剪定、洗濯など
毎週　水・土曜日　午後２時よりシーツ交換

◎曜日、時間帯など、ご都合に合わせた活動も可能です。
◎継続して活動してくれる方　大歓迎
◎とりあえず、１回だけと言う方でも構いません。
◎ボランティアに興味がある方は、当施設まで是非ご連絡ください。

ボランティアさん募集してます!！ボランティアさん募集してます!！ ご自分の趣味や特技を
宝珠苑で生かしてみませんか。

ご家族の方
も

大歓迎

特養介護職
鶴岡 由紀（長男） 鶴 岡　祐 樹くん

ゆう　  き

2015年1月3日
体重　2,940g

強くて優しい子に
育ってほしいです

♥我が子に一言♥

年男・年女大集合
苑内のイベント紹介（12月～３月）
健康に関するアドバイス　他
高血圧・減塩食のポイント　他
お誕生日ご紹介　他
新人職員紹介　他
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