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特別養護老人ホーム

それから、イエスは弟子たちに言われた。
「だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のこと
で何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。烏のことを考
えてみなさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、納屋も倉も持たない。だが、神は烏を養ってくださる。
あなたがたは、鳥よりもどれほど価値があることか。あなたがたのうちのだれが、思い悩んだからと
いって、寿命をわずかでも延ばすことができようか。こんなごく小さい事さえできないのに、なぜ、
ほかの事まで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きも紡ぎもしない。
しかし、言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。
今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。
（ルカによる福音書 12：22 − 28）

心と体の健康
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ストレス社会といわれる現在、私たちは家庭、職場、学校、地域においてさま
ざまなストレスをうけて生活しており、その影響はちょっとした身体的不調、心
身症あるいは行動の変化として現れます、そして多くの場合休養により改善しま
すが、ストレスが急激で大きかったり慢性的に続いたりしたとき、時にうつ病な
どの心の病を引き起こしたりします。
人生あるいは生活上の悩みや人間関係の歪み環境の変化、特に勤労者における
労働の質やその重荷による過労や高齢者における孤独はこれらのストレスとして
忘れてはならないものと言えます。このような中で健やかで心豊かな人生を送る
ために、現在ストレス対策も含めた生涯に渡る心の健康づくりの対策の必要性が叫ばれています。
ではどうしたら健康でいられるか、健康は意識することとか心がけるとか、努力により達成されると思
われています、たとえば歯を磨く努力なしに虫歯を防ぐ事ができないように。
そもそも健康については、WHO(世界保健機関)の定義によると「健康とは、病気ではないとか、弱って
いないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、全てが満たされた状態にある
こと」とされ、いきいきと自分らしく生きるための重要な条件となっています。
こころの健康には、個人の資質のほかに身体状況、社会的経済状況、住居や職場の環境、対人環境など
多くの要因が影響し、なかでも「身体の状態」と「こころ」は相互に強く関係しています。心身の状態を
良い状態に保つためには、「適度な運動」「バランスのとれた栄養・食生活」に、疲労回復と充実した人
生を目指すための「休養」を加えた取り組みが必要です。さらに十分な睡眠をとることは、ストレスと上
手に付き合う要素にもなります。
職場における健康維持はその環境における周囲の理解と協力が不可欠であり、私たちのように高齢者に
おいては、日頃の心がけと対応が大切であり外出し人との交わりを図ったり、日頃の生活を出来るだけ自
分で出来るように、お金を管理したり、趣味を楽しむなかで文化、スポーツに興じたり、栄養あるバラン
スのよい食事、睡眠、遊び心、おしゃれごころ、生活に潤い、生きがいを感じられるようなチャレンジが
必要であり、皆様も積極的に健康維持を図られるように意識づけられてはいかがでしょうか。
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園行事

「中庭花壇」

「花束訪問」

〜中庭花壇の花が、
いっぱい綺麗に咲きました。
〜

〜白萩西部小学校の子どもたちが
訪問してくれました。〜

昨年の 10 月と 11 月に近くの陽南小学校から、
４年生の生徒 13 名が、何度か常楽園に足を運
んで来てくれて、花壇整備の耕しや清掃（美化）
をしてくれました。
また、その際にチューリップの球根を植え
て行ってくれたのと、春になってパンジーや
マリーゴールドなどのお花を植えに来てもらっ
たこともあり、この４月から花壇が満杯の花
で溢れかえるほどになりました。藤も満開です。
感謝！

去る４月 20 日に、６年生５人が常楽園に「花
束訪問」で来てくれました。当日は、常楽園
のあすなろグループのご利用者の方々に、生
徒さんたちから、花束の贈呈があり、受け取っ
た利用者の皆さんは、笑顔で「きのどくな」
とお礼を言っておられました。

花壇
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きのどくな！

藤と記念撮影

高井 郁子
（事務職員）

平野 恵介
（介護職員）

保育園だより

「はじめての保育園」
ひよこ組（０歳）のお部屋では、６
か月〜１歳の誕生を迎える子ども達で
過ごしています。多くの子が初めて家
庭から離れて過ごす時間。新しい環境
に戸惑いながら、不安で泣き出す子も
いますが、ゆったりとした気持ちで笑
顔で接して行くうちに、どの子も必ず
笑顔を見せてくれるようになります。
小さな子ども達が、あたたかい雰囲
気の中、しっかり愛情を感じて心地良
く過ごせるよう、これからもたくさん
触れ合って行きたいと思います。
幼保連携型認定こども園
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前田 由佳
（保育士）

給食コラム

「梅雨のだるさを食べ物で改善しましょう!」
塚田 清美
（管理栄養士）

近年の梅雨は晴と雨に分かれるメリハリ型が多く見られます。晴れた
日は気温が上がる、雨の日は湿度が上がる。だるさの訳は、自律神経の
バランスが関係しています。高い湿度は汗の発汗を邪魔します。体内に
溜るよけいな水分が疲れをよびます。梅雨の後には高温多湿の日本の夏
が待っています。湿度が体調を不安定にする季節を乗り切るためには、
『食
べること』が大切です。体内の水分の排出を促す食材に、きゅうり、ス
イカ、トマト、大豆、小豆、そら豆等があります。冷えた料理や飲み物
を選びがちですが、老廃物を溜めない身体にするため常温以上のものも
時には食べたり飲んだりしましょう。シャワーで済ませがちな季節です
が、ゆっくりお風呂に入って体を温めるのもよいです。

ショートステイコラム

デイサービスコラム

「こどもの日、ショートステイの方々、
入居の方々と共に。。。」

「今年もデイサービスに大きな
鯉のぼりが飾られました。」

『さかな釣り大会』を開催しました。イカや
タコ、ヒラメの大漁です。
「あれ〜沢山釣れた
がいね！」と笑顔も沢山見られました。
細かく切った色紙を使って、カラフルな鯉
のぼりを作りました。一つひとつ丁寧にのり
付けしましたよ。最後に、水羊羹を食べて頂
き、楽しい一日となりました。

「立派な顔して泳いどるね〜」「あれ〜元気も
らうわ。」と、お客様の話し声が聞かれました。
５月からは職員異動もあり、山西相談員と
新家相談員が加わりました。
デイのテーマとして、
「おもいやり算」をしっ
かり行っていきます。
＋；
「たすけあう」
−；
「ひきうける」
×；
「話しかける」
÷；
「わけあう」を目指します。
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力作・

安田 明子
（介護士）

山西 由加
（介護士）
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おたのしみ予定表
【 6月】

５日（月） 花の日訪問（富山聖マリア保育園の園児の皆さん）
６日（火） お菓子作り（羽柴悦子さん）

１４日（水） 保育所訪問（白萩西部保育所）
１９日（月） 歌の広場（加藤與志子先生、進士京子先生）
２１日（水） 三味線演奏（土肥正彦さん）
２３日（金） ショッピング（上市町赤十字奉仕団）
２４日（土） 三味線演奏（土肥正彦さん）
２８日（水） 保育所訪問（柿沢保育所）

【 7月】１２日（水）

保育所訪問（柿沢保育所）

１７日（祝） 歌の広場（加藤與志子先生、進士京子先生）
１９日（水） 保育所訪問（白萩西部保育所）
２１日（金） ショッピング（上市町赤十字奉仕団）
２１日（金） 三味線演奏（土肥正彦さん）
２６日（水） 保育所訪問（柿沢保育所）

ありがとうございます
ボランティア

（敬称略）

３・４月

加藤興志子さん・進士京子さん
（歌の広場）
、羽柴悦子さん
（お菓子作り）
、
土肥正彦さん・吉田京子さん
（三味線演奏、舞踊）
、菅原美穂子さん
（洗濯物たたみ）
、
廣瀬康夫さん（送迎、洗濯物たたみ）

物品ご寄付

３・４月

深川キミ子さんご家族、永原裕さん、黒畑幸子さん、廣瀬宗昭さん、講神りつ子さん・佐伯愛子さん、
本江勗さん

現金ご寄付

３・４月

石黒裕一さん、内山政子さん、井原美恵子さん、藤木ヤス子さん、萩中肇さん、城石芳人
（以上合計 2 2 6 , 0 00 円）

…… 編集後記 ……

特別養護老人ホーム

「さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は、幸
いである、神の国はあなたがたのものである。今飢えている人々は、
幸いである、あなたがたは満たされる。今泣いている人々は、幸いで
ある、あなたがたは笑うようになる。
（
」ルカによる福音書 ６：20 − 21）
先日、ミャンマーからお客様を迎えお話を聞く機会があって、現地
の高齢化の話題が出た。ミャンマーあたりは、まだまだ若い国のよう
な気がしていたが、開放政策により、多くの若者が国外に流失し、国
内の「高齢化？」が進んでいるようだ。それに伴い、伝統的な家族構
成も変化しつつあり、これからは、介護の必要性も出てくるのでは、
という話だった。
シロクマ
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〒930-0474 富山県中新川郡上市町舘209
Tel. 076
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〒930-0065 富山市星井町3丁目9-1
Tel. 076
（421）6962 Fax. 076
（421）6939
E-mail：hoikuen@seimaria.jp

富山市民病院院内保育所
〒939-8075 富山市今泉北部町2-1

