
令和元年7月号 

第27号 

表紙:令和元年5月1日(水) 

    花見（2F） 

発行 ハートケア東大宮 広報委員会 

   祝！ワークアウト大会優勝！ 
      最優秀賞を頂きました！ 
   キックオフ大会、10年・20年勤続表彰 
   リハビリ、栄養科だより 

   各フロア活動 
   新入・転入職員紹介 
   納涼祭のお知らせ 



4月14日（日）に大宮ソニックシティにて行われたＡＭＧキックオフ大会において、 

勤続20年・10年の優良職員として、当施設から4名の職員が表彰されました。 

5月25日（土）には京王プラザホテルにてＡＭＧ優良職員祝賀会も行われました。 

表彰された職員の皆様、おめでとうございます！ 

リハビリテーション科 科長  新井 拓也 

優良職員表彰 

おめでとうございます！ 

楽しかった事、苦しかった事、色々ありましたが皆さんに支えられて来た10年間でした。 

ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。  

職場の仲間やハートケアのあたたかな雰囲気のおかげで10年間働く事が出来ました。 

次の10年もまた頑張りたいです。 

この度は、20年表彰を頂き誠にありがたく光栄に存じます。旧東大宮総合病院から理学療法士としての

キャリアをスタートさせ、平成16年6月よりハートケア東大宮に異動してきました。その当時は、リハビリ

スタッフも5名ぐらいでしたが、今では25名の大所帯となりました。これからも、地域の高齢者の支えに 

なれるような施設、リハビリテーション科を目指し、微力ながら尽力して参ります。 

今後も、ハートケア東大宮をよろしくお願い致します。 

（勤続20年） リハビリテーション科 科長 新井 拓也 

（勤続10年） 介護看護部 増渕 勇人 

（勤続10年） 経理課 黒田 久美子 

介護看護部           増渕 勇人 

経理課                       黒田 久美子 

介護支援科           保足 恵未佳 

（10年表彰）  

（勤続10年） 介護支援科  保足 恵未佳 
ＡＭＧ協議会に入職し、異動、産休、育休を経て、10年間が経ちました。 

皆様に支えられて過ごした10年、今後はもっともっと皆様のお役に立てる10年・・・20年と 

力を尽くして参りたいと思います。宜しくお願い致します。  

（20年表彰）  

受賞した方にコメントを頂きました！ 
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 7月になり、夏休みも近づいてきましたね！電車や車、飛行機など様々な交通手段で行楽地や
観光名所、帰省先に向かわれると思います。皆さんは、飛行機の座席などで生じると言われて 
いる静脈血栓症（エコノミークラス症候群）と言う言葉を聞いたことはありますか？長時間 
座った姿勢でいる事で、血液の循環が悪くなり、むくみが生じてしまったり、血管の中で血の 
固まり（血栓）が出来てしまう事があります。それらが肺などで詰ってしまい、息苦しさなどの
症状が現れます。膝や腰が痛くて外出が億劫になり、家で座りっぱなしになってしまう。長時間
のデスクワークを行うなど年齢・性別問わず座りっぱなしによって足が浮腫んでしまう方が多い
と思います。そんな時に、自宅で行える体操を今回はご紹介したいと思います！ 

体操のポイント ★痛みが無く、出来る範囲で行なう ★姿勢を正しく、胸を張って行う

①座って行う体操 

⑴足を少し前に出し、つま先を持ち上げます。 
②立ち上がって行う体操 
⑴椅子や手すりなど支持物に掴まる。 

⑵ゆっくりとつま先立ちになる 

⑶これらを各10回、3セットほど行います。 
 

夏は汗をかきやすく、脱水の状態になりやすいです。脱水になり身体の水分が減って

しまうと、血の固まり（血栓）も出来やすくなってしまいます。こまめな水分補給や体操

で、むくみや血栓が作られてしまうのを防ぎ、楽しいお出かけを！ 

長時間座っていると、重力の関係もあり足の方に水分(血液）が溜まってしまい、
むくみを生じてしまいます。ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)に力を入れる事で、
筋肉が血液の流れを促し、その結果むくみの軽減に繋がります。 

⑶これらを各10回、3セットほど行います。 

⑵足を少し引き、かかとを持ち上げます。 

 昨年11月に埼玉A・B、東京、神奈川の4会場で開催されたワークアウト大会予選では、優秀プロジェクト

賞を頂きました。本年の4月14日(日)にワークアウト大会決勝が行われ、全79の演題の中からハートケア

東大宮の災害食についての取り組みが最優秀賞を頂きました！近年、地震を始め猛暑や豪雨など様々

な災害が見られます。ハートケア東大宮では、どの利用者様でも食事が摂れるよう豊富な種類の災害食

を備蓄し、定期的に災害食訓練を実施しております。今後も災害に強いハートケア東大宮で、「ホッと」で

きる様な温かい食事の提供が 行えるよう、訓練を継続して行って参ります！ 
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サークル活動を紹介します 

月毎にカレンダーを作製し、お

持ち帰り頂いております。他に

も季節に合わせた素敵な作品を

色々作製しています。 

通所のサークル活動は曜日によって活動内容が変わります。月曜日はみんなで歌を楽しむ

『歌声』。月に一度、北村施設長によるフルート演奏と共に一緒に合唱します。火曜日は外

部講師による『習字』。水曜日は『脳トレ』『トランプ』。また木曜日と金曜日の『手工

芸』では素敵な作品を作ります。土曜日の『学習』は計算・漢字・間違い探し・地図問題な

ど様々な分野の問題プリントにチャレンジしています。他にも麻雀・将棋・オセロ・カラオ

ケなど皆さん楽しく参加されています。 

習字サークル 手工芸サークル 

5月作品 

トランプサークル 

6月カレンダー 

参加者の皆さんは手本を見ながら

１時間集中して楽しまれています.。

久々に筆を持つ方も利き手ではな

いけどリハビリとして頑張ってい

る方もどんどん上達してきていま

す。 嬉しいですね！ 
 麻雀サークル 

毎月楽しいイベントを企画します 
3月春の音楽会 

職員のハーモニカやハンドベル、エ

レクトーン等々、みんなで聴いて

歌って楽しい時間を過ごしました。 

4月リアル人生ゲーム 

5月ビンゴ大会 

チームに分かれ人生ゲームス

タート。サイコロを振りマス

目のお題クリアでハートケア

お札が行き交いました。一番

大金持ちになったチームはな

んと!!136億円でした。 
 

利用者様の全員参加でビンゴ大会を開催しま

した。皆さんいち早く「Ｂｉｎｇｏ！！」の

声を上げたくて最後の揃う数字を待っていま

した。数字が一列揃うと高々と手を挙げて

「Ｂｉｎｇｏ！！」と叫んでいました。景品

選びも楽しそうでした。 

ン 

「フレンドサークル」の皆様がお越しくださ

いました。ギターで多くの歌謡曲を演奏し

て頂き、利用者様も職員も聴いて・歌って、

とても楽しい最高の時間となりました。 

ありがとうございました。 

トランプや麻雀に参加する利

用者様はサークルを通じてと

ても仲良くなりました。みな

さん仲間に会うことを楽しみ

に通われています。とっても

楽しそうですよ。 

歌声サークル 

童謡や歌謡曲をみ

んなで唄います。

楽しみながら口腔

や肺の体操にもな

りますよ！ 
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5月22日クレープ作りを行いました♪ 

皆様手馴れた手つきで参加されました。 

トッピングも利用者様御自身で盛り付けました。 

 

3月末から４月はじめにかけて、

さぎ山記念公園へ、お花見に

行ってきました。 

 

3日間、6グループに別れお花見

に向かい、天気にも恵まれました。 

桜や咲いている花々を見ながら、

おやつに桜餅などを食べたり、 

公園内の池に居る鯉にパンを 

あげたりと、ゆっくりした時間を 

過ごすことができました。 

 

お花見に 

行ってきました 
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他にもテーブルゲーム(麻雀・トランプ・囲

碁・将棋) アロマテラピー 散歩 ゲーム 

等様々なサークル活動を行っています。 

なおフロアによって活動が異なります。 

利用者様に日常の中での楽しみとなるよう、サークル活動を行っています。 

各フロアステーション前にも写真や作品を掲示しています。是非面会時に

ご覧下さい！ 

令和元年5月1日提供 

お
し
な
が
き
 

・
お
赤
飯
 

・
す
ま
し
汁
 

・
天
ぷ
ら
 

・
菜
種
和
え
 

・
メ
ロ
ン
 

・
ケ
ー
キ
 

ソフト食の方用の 

お祝い膳です 

おやつにも和菓子を 

提供しました 

居酒屋サークル 

手芸サークル 

防災食訓練 

平成31年3月28日実施 

災害時に食事を安全に提供できるように、

年に2回防災食訓練を行っています。この日

は炊き込みご飯・魚の煮付け・ふきの煮物

を提供しました。 

歌サークル 

お花サークル 

お食事紹介 

毎日のお食事が、リハビリ訓練や入所

生活の中で楽しみになるよう、献立に

バリエーションを持たせています。 

飲み込みが難しい方には 

軟菜食・ソフト食も 

提供しています。 

書道サークル 

コーヒーサークル 

活動 
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　　　　　牛込 麻里 　　　　 　髙橋 祐香

　　　　　杉野 有紀 　　　　　 矢野 静子

　　　　　松澤 洋子 　　　　　 木立 怜那

　　　　　 関根 美歩

　　　　　松澤 直美 　　　　　 島村 宏美

　　　　　日向 美保 　　　　　 大澤 貴思

　　　　　金子 幸恵

   市村 ひかり

小笹 明日美

今年は新しい野菜にも挑戦しています。畑に出て利用者様に 
教わりながら、また一緒に考えながら身体を動かしています。 

♪新入・転入職員の紹介♪ 

初心を忘れずに、優しさと

思いやりをモットーに一生

懸命頑張ります。囲碁と将

棋が趣味です。（ﾘﾊﾋﾞﾘ・PT） 

スタッフの方々や利用者様に

"信頼される"セラピストを目指

します。（ﾘﾊﾋﾞﾘ・OT） 

１日でも早く独り立ちができるよ

う、頑張ります。笑顔と若さと明

るさ全開にしていきます!!よろし

くお願い致します!!（ﾘﾊﾋﾞﾘ・PT） 

さいたま市出身で趣味はアロマ

セラピーと家庭菜園です。 

利用者様から家族のように慕っ

てもらえるセラピストを目指して

頑張ります。（ﾘﾊﾋﾞﾘ・PT） 

いつまでもおいしく食事ができるよう

に支援していきます。 

微力ですが、がんばります。御協力

お願いします。（歯科衛生士） 

わからないことだらけかと思い

ますが、職員の方々に質問し

ながら一生懸命頑張ります。 

（介護福祉士：2F） 

分からないことばかりで、皆様には

ご迷惑をお掛けすることもあるかと

思いますが、ご指導のほどよろしく

お願い致します（介護支援科） 

横浜の施設から異動してきました。

OTとしては6年目になりますが、地

元で働けるのが楽しみです。どうぞ

よろしくお願いします。（ﾘﾊﾋﾞﾘ：OT） 

初めての施設での勤務になりま

す。わからない事ばかりでご迷惑

をおかけしますが、ご指導よろしく

お願いします。（看護師：2F） 

1日でも早く仕事に慣れてみなさ

まのお役に立てるよう頑張ります。

よろしくお願いします。 

（看護師：通所） 

1年1ヶ月ぶりに復帰しました。ま

た新たな気持ちで頑張りたいと

思います。皆様宜しくお願い致し

ます。（介護福祉士：3F） 

少しでも早く皆さんのお役に立て

るよう頑張って参りたいです。どう

ぞよろしくお願いします。 

（介護福祉士：3F） 

頑張ります。よろしくお願いします。 

（看護師：3F） 

ナーシングプラザ流山から転勤 

して参りました。 

ご指導の程よろしくお願いします。 

（事務部：総務課） 

今の農園は、トマトやナスなどの夏野菜を始め、にんにくやわさび、

枝豆なども植えられています。利用者様と一緒に今後も成長を 

見守っていきたいと考えてます！ 

玉ねぎはみそ汁にして 

昼食時に提供させて頂きました！ 
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●日時：令和元年９月１日（日）１３：３０～１６：００ ※ 雨天決行 
●場所：ハートケア東大宮 １階フロア及び屋外 
●催し内容 
   ・ボランティアによる和太鼓、トランペット演奏、フラダンス 
   ・職員によるソーラン節 
   ・食べ物屋台 
   ・ゲームコーナー（雨天の場合は中止） 
   ・記念撮影コーナー 
      ※内容が変更になる事があります。ご了承ください。 

「ふっとの7月号」いかがでしたでしょうか？通所では月1回のイベントを職員一丸となって盛り上げ、利用者様に 

喜んで頂いております。入所では、納涼祭など大きなイベントも控えております。年号、メンバー共に新しくなった

今後の「ふっとの」をお楽しみに！ 

※ご利用者様の写真については、ご了解を頂いております。 

 
【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 
 「はしえんなわ橋」バス停留所下車 徒歩２分 

広報 
 委員 

住吉 孝暁（３階） 

染野 朋子（栄養科） 

篠塚 智恵子（通所） 

大澤 貴思（総務課） 

 

 簗田 未来（２階） 

 保足 恵未佳（支援科） 

  保土田 力斗（リハビリ科） 

施設理念 地域に生き地域に生かされる施設に 
基本方針 1.利用者様の主体性を尊重したケアの実践に努めます。 
     2.より質の高いサービスの提供に努めます。 
     3.職員全員が事故防止に努めます。 
     4.利用者様の人権・個人情報の保護に努めます。 
     5.地域・行政・介護サービス事業者との連携を図り在宅復帰支援に努めます。 

★編集後記★ 

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 

ハートケア東大宮 

ホームページや栄養科・リハビリブログもあります。詳しくは検索、又はQRコードを！ 

公式HP：https://hc-higashiomiya.jp/ 


