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【電車】
東武アーバンパークライン（野田線）

七里駅下車 徒歩１２分
【車】
・岩槻インターより車で３分
・大宮駅より車で２０分

【バス】
大宮駅東口から
「岩槻駅」又は「宮下」行き乗車２５分
「はんなわ橋」バス停留所下車 徒歩２分

第2６号

詳しい情報はこちら→

今回は、節分豆まきを表紙にピックアップさせて頂きました「ふっとの」いかがでしたか？
皆様楽しそうに豆を鬼さんに投げていました
次回の「ふっとの」は、花見をメインにピックアップし、掲載しますので、是非、お楽しみ
に！！

医療法人社団協友会 介護老人保健施設ハートケア東大宮
〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風渡野45番地
ＴＥＬ 048-682-6821 / ＦＡＸ 048-682-6823

★編集後記★

広報
委員

新年度を迎えるにあたり～施設長～
災害・図上訓練の実施
いきいき百歳体操・農園

フロア活動紹介(通所・2階・3階)
職員紹介 ・ワークアウト
未来(みら)くるワーク体験
編集後記

※ ご利用者様の写真については、ご了解を頂いております。

★増渕 勇人 （３階）
★染野 朋子 （栄養）
篠塚 智恵子（通所）

藤川 彰朗 （２階）
片山 匠 （２階）
橋本 尚子 （支援科）
水沼 千尋 （リハビリ）

２月に近隣の中学校より、「未来くるワーク」
（中学生職場体験）で２名、当施設に来て頂き
ました。3日間という短い間でしたが、福祉施
設の仕事内容や、雰囲気を感じて頂きました。
生徒さんは、挨拶も元気よく、笑顔でご利用者
様と会話をしたり、一緒にレクリエーションな
どに参加して、楽しい雰囲気作りに一役担って
もらえたと感じました。

未来(みら)くるワーク体験

表紙:平成31年2月6日(水)
節分豆まきの様子
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よろしくお願いします！！
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はじめまして。特技で合気道
を少しやっています。
よろしくお願い致します！！

・看護介護部 舟井 誠
Ｈ30.11.2付

事務課職員による作品です♪
受付に飾っています。お越しの際はぜひご覧ください！
また、各フロアに、利用者様と職員で作った作品もございます。

★ワークアウト大会～予選会～
★

♪みんなで記念写真

防災食について

・看護介護部 佐藤 知美
Ｈ31.1.7付

介護の仕事は初めてですが、
一生懸命頑張ります。
よろしくお願いします。新たな年号への期待の膨らむ今日この頃です。新年度を迎えるに当たりご挨拶を申し上げ

ます。
私たち、介護老人保健施設・ハートケア東大宮は、開設されて１７度目の春を迎えました。
国が主導いたします「地域包括ケアシステム」の枠の中で、介護老人保健施設に付託され
た役割を果たすため、私たちは、以下のような施設、機能を備えております。
入所施設として、住環境を提供し生活を支援、且つ生活の質を担保する。その中で、多く
の専門職がかかわるリハビリにより、心身の賦活をはかり、日常生活動作を向上し、生活
障害を軽減する。ケアーマネージングにより、在宅復帰への道筋をつける。在宅生活の継
続と介護予防の支援のための通所リハビリ、訪問リハビリ。在宅介護を支援する居宅介護
支援センターの設置と介護支援専門員の配置。介護者のご負担を軽減するために、短期間
ご家族をお預かりするショートステイ。人生の終末期を迎え、医療による回復を望めなく
なった方の施設内での看取り介護・看護などであります。
介護老人保健施設の役割の中でも最も大切な、施設の在宅復帰能力。それを表す在宅復帰
率は常に30％以上を維持し「在宅復帰強化型施設」であり続けています。私たち、介護老
人保健施設と介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）との基本的役割の相違をご理解い
ただきますよう願っています。
「地域包括ケアシステム」は行政、地域の医療機関、社会福祉資源の連携の下、地域に生
きる皆様方の人生と自己実現を支え、「生きがい」を支えるものです。地域住民の方達の
ご理解とお励まし、時にはお叱り、更には、多くの地域ボランティアの皆様方のご協力、
ご支援があってこそ実現出来るものであります。地域になくてはならない社会資源として
「地域に生き、地域に生かされ」て行くことを、職員一同、改めて心に期すところであり
ます。私たちの提供いたしますサービスの一層の充実を図り、地域の皆様方に「愛し愛さ
れる」施設として、日々努力を続けていきますことをお誓いし、新年度を迎えるにあたっ
てのご挨拶といたします。

平成３１年３月吉日

介護老人保健施設ハートケア東大宮
施設長 北村 武司

みんなで笑いあえるように、
元気に仕事していきたいです。

・看護介護部 高橋 由美子
Ｈ31.2.1付

・看護介護部 清水 茂雄
Ｈ31.2.1付

・介護支援科 園田 英次
Ｈ31.2.1付

・看護介護部 横山 満寿美
Ｈ31.2.12付

自分の目標をもって頑張りた
いと思います。
【あげお愛友の里より異動】

ケアマネの仕事は初めてですが、
頑張りますのでよろしくお願い
します。

優秀プロジェクト賞
を頂きました！

近年、日本各地で豪雨や猛暑、地震など災害が多発しています。
災害食の見直しにより、ご入所者様それぞれに合った災害食を備蓄す
ることが、できるようになりました。
今後も災害食訓練を定期的に実施し、
災害に強いハートケア東大宮を築いていきたいと思います

介護の仕事は初めてで、緊張
の毎日ですが、気付きのある
ケアができる職員になりたい
です。

災害・図上訓練の実施

さいたま市の福祉避難所に指定されている当施設で、
地震を想定しての図上訓練を実施しました。市役所
の災害防災本部（福祉総務課）とＦＡＸと電話で受
け入れ可能かどうかの確認や、配置の確認をしなが
ら進めていきました。今後も、周辺の方々の支えに
なれる施設として努力していきます。

平成31年1月23日(水)
主催:さいたま市
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昨年は、
沢山の作物を収穫することができました！

大根は、菜飯と味噌汁として、
ご利用者様に提供しました。

昨年は、記録的な猛暑に加え、台風も多く、予定通りに作業が進まず
苦労しました。利用者と出来る作業も限られ、収穫量が心配でしたが、
野菜たちも、なんとか頑張ってくれました。
大根は過去最高の出来となり、多くの方に、喜んでいただけました。

現在は、にんにく・玉葱・
ブロッコリーなどの
野菜が成長中です。
収穫が楽しみです♪

職員コメント

誤嚥性(ごえんせい)肺炎

肺炎、と聞くとどのようなイメージを思い浮かべますか？
平成23年以降、日本人の死因の第3位は肺炎になりました。
特に年齢が高くなるにつれて、誤嚥性(ごえんせい)肺炎と診断さ
れる方の割合が高くなります。

年齢を重ね、噛む力・口の中で噛んだ食べ物をまとめる力・喉へ
送り込む力・飲み込む力が弱くなる方が増えてきます。

ハートケア東大宮の取り組み

当施設では、介護士・看護師に加え、言語聴覚士・栄養士・ケア
マネージャーが、食事風景を観察し、カンファレンスを行い、利
用者様の状態にあわせた食事形態で提供しています。主食・副食
ともに様々な食事形態に対応し、利用者様の誤嚥・窒息の予防や
摂取量の維持ができるよう努めています。

安全な食事を次の生活の場でも

現在、病院や施設から転院・退所時に次の生活の場でも安全な食
事が提供できるよう、食の地域連携が求められています。

ハートケア東大宮では、さいたま市保健所・埼玉老健研修・上尾
中央医科グループ栄養部の勉強会に積極的に参加し、学会分類に
沿った嚥下分類を完成させました。利用者様が、次の生活の場に
移られても、継続して安全な食事提供が行えるよう、情報提供を
行っていきます。

グラタンは熱々で提供
しました

8割以上の方が選んだ
大人気メニュー

入所の方は
ねぎとろ丼 又は かき揚げ丼
お刺身が好きな方は喜ばれてました。

各フロアの新年会では、
うさぎの形をしたお饅頭が人気でした。
フロアに、甘酒の香りが立ちこめます。

おせち料理・七草粥など
行事を取り入れた献立を提供しました。

当施設は、平成30年4月1日(日)に、埼玉県リハビリテーション協力施設に指定され、リハビリ科の職員が
研修に参加しました。協力施設として、障害のある方・ご高齢の方とそのご家族が、住みなれたところで、
安全に、いきいきとした生活が送れるよう様々な活動を行います。
地域活動の一環として11月11日(日)に当施設で開催した「お喜楽カフェ」にて、介護支援科や介護・看護部

等と協力し、「いきいき百歳体操」を行いました！

「いきいき百歳体操」の中から
転倒予防に繋がる脚の体操を
２つご紹介します！

体操のポイント ★ゆっくり動かす( 8秒で動かし、8秒で戻す) ★痛みのない範囲で無理せず行う

①膝を伸ばし、足首を反らす
⑴膝がまっすぐ伸びるまで、脚をゆっくり上げる。
⑵膝が伸びたら足首を反らす。
⑶脚をゆっくり下げる。

②脚を横に上げる
●立って行う場合
⑴身体はまっすぐのままで、
脚を横にゆっくり上げる。

⑵脚をゆっくり戻す。

●座って行う場合
⑴膝を伸ばしたまま、
脚をゆっくり横に開く。

⑵脚をゆっくり戻す。

冬は、寒さによって筋肉が固くなり、身体が動きにくくなるため、バランスを崩し転びやすくなります。
また、血管が収縮し血流が悪くなるため、身体の痛みが強くなることがあります。
筋肉を動かし、血流を良くすることで、転倒や痛みの予防に繋がります！是非やってみてください！

※椅子などに
掴まりましょう

朝食パンセレクトも
バリエーション豊かに

行っています

食事に関する
情報提供
地域連携

https://3.bp.blogspot.com/-FMZCYBVPI5E/U2sr9kkYajI/AAAAAAAAf8I/sGVVX7qCIbA/s800/horo_line3_blue.png
https://3.bp.blogspot.com/-FMZCYBVPI5E/U2sr9kkYajI/AAAAAAAAf8I/sGVVX7qCIbA/s800/horo_line3_blue.png
https://1.bp.blogspot.com/-hO56ctdy-YE/UYtwvRJll2I/AAAAAAAARwQ/5gXfibGTw8U/s800/roujin_syokuji.png
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１１月笑点

１０月

紅 玉入れ

トイレットペーパー綱引き

おん
ぷ

キャタピラリレー

じーっとチャンス
を狙います

大運動会が開催され、
職員・利用者様が、
紅白に分かれ玉入れ・
トイレットペーパー綱
引・職員のキャタピラー
リレー等、様々な競技で
競い合いました。声援も
飛び交い、皆さんの気合
で、大いに盛り上がるこ
とができました。と～っ
ても楽しかったです！

職員が、大喜利に挑戦しました。職員の解答に拍手を
頂いたり、珍解答には、利用者様からの「するどい
ツッコミ」もありました。また利用者様からお見事な
解答も頂き、みんなで、脳トレの時間となりました。

顔が粉だらけ
になりました。
１つだけから
し入りマシュ
マロがありま
したからし大当たり

マシュマロ食い競争

切れた！勝負あり！
勝利のハイタッチ

→

12月忘年会 1月年新会

『葉』を四つ書いて
なんと読む？

答えは四葉のクローバー

黒鳥も白鳥も
ブーちゃんも素晴らし舞い

傘まわし
大成功

ブーちゃんの
エレクトーン演奏！

獅子舞も元気に参上！手品

バケツ回し
水浸し

利用者様が素敵なハーモニカを
演奏をしてくれました

ヒゲダンス

『モファットバレエ団』来日

平成30年12月に忘年会、平成31年1月に、新年会を開催しました。
「色々あった一年も笑って締めくくり、新たな一年も笑い多き年となるよ
うに」との願いをこめて職員が皆様に「笑いのある芸」を披露しました。
傘回しに獅子舞。「バレエ団」も結成し、他にもカステラくちキャッチ、
バケツ回しでは水がこぼれたり、成功してもしなくても大変な盛り上がと
なりました。利用者様がハーモニカを演奏してくれたり、カラオケやエレ
クトーンで合唱したりと、内容盛りだくさんの楽しい時間となりました。

たくさん玉を
いれたいわ！

いつか白鳥になりたい
ブーちゃんもニワトリ親子

上手に煮えました♪

今年もやりました！
寒い時期の恒例イベント！
「鍋パ」こと芋煮会！！
利用者様、職員が、一緒に頑張って
「美味しい美味しい

お芋のけんちん汁」を作りました。
みなさま、包丁の扱いはお手の物で
とても素敵でした♪

しっかりアクをとって……

包丁の扱いなら

お手の物！
私達に…

お任せ☆

２階では、豆まきを行いました。
利用者の皆様は、楽しそうに鬼に豆
を投げ、笑顔も見られていました。
利用者様から「来年もまたやりた
い」との声も聞かれました。

平成31年2月10日 (日 )実施

平成30年11月14日 (水 )実施
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