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　本年5月に実施しました、満足度調査（ＣＳ調査）の集計がまと
まりましたので、ご報告申し上げます。回答用紙に記載のあったご
意見やご要望は真摯に受け止め、今後ともサービス向上に努め
てまいります。ご協力ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設長　佐々木　克

　※紙面の都合上、満足度評価表のみ掲載させていただきます。
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　６月中に、３階・４階・通所の利用者さまと、それぞれ５～６人ずつのグループで柏
餅作りをしました。
　事の発端は、通所ご利用の宮鍋作造様から、「６月５日になると柏の木から新しい
葉を採って、ここら辺の人は柏餅を作って食い節句をしたんだよ」とお聞きしたことです。
　宮鍋様のご厚意により、柏の葉を約７０枚も頂いて、２ＦのＡＤＬ室で作ってみました。本を参考に、電子
レンジを用いたので、皆さんが以前蒸し器で作ったのとは多少趣が異なると思いますが、少しずつ交代で
こねながら、楽しく作りました。
　利用者様の年代で東大和・武蔵村山在住の方には、柏餅作りの経験のある人が多く

いらっしゃるようです。「５月５日の節句の頃は、ま
だ葉が柔らかすぎて餅にくっついてしまうから、前
の年に採って、湯がいて乾燥させておいた葉を使
ったものだよ。」「餅を葉でくるんでから、もう一回
蒸すと葉の香りが移っておいしいんだよ。」と、教え
ていただきました。和菓子屋さんには一年中並ん
でいる柏餅ですが、６月が旬のお菓子で、四季の
営みの一つなのだと教えていただき、職員には新
鮮な驚きでした。

ーリングスポッ

　7月の行事は、七夕！7月5日に開催しました。利用者様が、願い事を
書いた短冊を笹に付け、中央横に飾り行事は始まりました。東大和ケ
アセンターでは、新入職員中心の劇を行う事が恒例になっており、「お
江戸でござる」と「金色夜叉」の２本立てです。
　劇を見た利用者様は、大笑いされ、センター全体が笑いの渦に巻き
込まれました。

事事
紹紹

亀の甲
より

年の功
亀の甲

より

年の功
利用者様の作品や文章を
　　　紹介するコーナーです

「東大和ケアセンター
　　　　　　利用相談の流れ」
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ーリングスポッ

事

紹

■利用の相談
　　 　まずはお電話で相談の予約をしてください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

支援相談員から利用案内、施設見学。

ご本人・ご家族との面談（必要書類の提出　※医師の診療情報提供書・申込用紙など）

検討会議（毎週月曜日に実施）

検討会議結果のご通知（利用可：サービスをご利用いただけます）　　　

利用待機

利用日時の連絡（持ち物や、契約書等の説明を行います）

利用開始

■ショートステイ・通所リハビリテーションの相談　
　　 　ケアマネジャーを通してのお申し込みになります。現在、通所リハビリテーションのご利用は
　　　　 待機なしでご利用いただけます。

　今期号より、ヒーリングスポットから「すぎぶちが行く」のコ̶ナー
に変わり、その担当をさせていただく事になりました。よろしくお願い
します。今回から4回に分けて武蔵村山市の名所をご紹介いたします。
　武蔵村山市には、村山温泉「かたくりの湯」があります。浴室は和風洋風に分かれていて温泉の種類は露
天風呂、打たせ湯、低温、高温、水風呂、イベント風呂があり、薬草系や四季折々の季節感を楽しめます。サ
ウナは、和風浴室はドライサウナ、洋風浴室はミストサウナとなっています。また、プールもありスロープ、手
すりつきの運動浴プール、子どもプール、圧注プール、気泡プール、全身、部分浴、寝湯、ジェット浴などが一

体となった円形プールと子どもから、高齢の方まで楽しみながら健康
作りが出来ます。ロビーにはマッサージチェアーや健康器具も用意さ
れ、ゆっくりくつろげます。他にレストラン、ボディーケア、フットケアなど
のマッサージも備わっていて、日頃の疲れやストレスをかたくりの湯で
癒してみてはいかがですか。
　ちなみに土曜日曜は、大変混みますので平日がお勧めです。泉質は
メタホウ酸で、効能は眼の病気、疲労回復、筋肉痛に良いそうです。温
泉スタンドもあり自宅でも温泉を楽しめます。障害者手帳または、療養
手帳をフロントで提示すると割引になりますので、どうぞご利用下さい。

「東大和ケアセンター「東大和ケアセンター
　　　　　　利用相談の流れ」　　　　　　利用相談の流れ」

　　天然温泉

かたくりの湯
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ちょっと耳よりちょっと耳よりちょっと耳より ～リハビリからのお話～

第5回　寝返りについて
　今回は寝返りについてお話していきたいと思います。
　普段何気なく行っている寝返りですが、その目的もそれぞれです。寝ている時に無意識に行っ
ている寝返り。起き上がる準備段階の寝返り。ここでは、起き上がる準備段階での寝返りについ
て述べていきます。
　皆さんの中にも、仰向けに横になっている状態からそのまま、頭を持ち上げまっすぐに起き上
がる方も多いのではないでしょうか？これも起き上がりの一つの方法ではありますが、多くの力
を要するとともに、腰に負担が掛かり、腰痛を引き起こす原因にもなります。
　ここでは、起き上がる準備段階としての、寝返りの基本的な流れを簡単に説明していきます。

＜仰向けから寝返る方法＞
① 軽く両膝を曲げる。
② 寝返る方向と反対側の腕をお腹の上に乗せる。
③ 顔を寝返る側へ向ける。
④ 肩を丸めるように横向きに寝返る。

　以上が、基本的な寝返り方法となります。そして、その姿勢から起
き上がると腰などからだの一部に負担がかかりにくく、介助する場合
も楽に行えます。
　しかし、利用者様それぞれの身体状態（片麻痺・骨折など）や動作能力によって実施方法が異
なることも大いに考えられます。日常生活の中で何気なく頻繁に行っている動作だからこそ、こ
れを機会に見直してみてはいかがでしょうか。
　今回は基本的な方法をお話させて頂きましたが、又何かお困りな事がありましたら担当のリハ
ビリ職員までご相談下さい。

ご  厚  情

※ありがとうございました。

フェイシャル　マッサージ　　　　下村恵子さん
　毎月第 2 火曜日に、午前 9 時 30 分頃から午後にかけて、利用者様にフェ
イシャル　マッサージと、最近はアロマハンドマッサージもしてくださってい
ます。実は、下村さんは長年東大和病院の用度課に勤務されていた職員です。
退職後、エステティシャンの資格をもって、ボランティアをと申し出てくださ
ったのです。月に 1 回、デイ・4 階・3 階と順番にお声をかけて、1 日に 7～
8 名の利用者様のマッサージをしていただいています。生まれて初めてのエス
テに戸惑う方も多いですが、皆さん、お肌ツヤツヤ、お顔ニコニコで戻ってこ
られて、嬉しいひと時ではないか、と思います。

岩田　和江様　　ご家族様　　毛糸
宮鍋　作造様　　　　　　　　柏の葉
滝沢久仁雄様　　ご家族様　　排泄用品
東大和病院３階　　　　　　　排泄用品
指方　正廣様　　ご家族様　　排泄用品
渡辺　　勝様　　　　　　　　排泄用品

Facial Massage

　　　　下村さんより

　今のお年寄りは、戦中戦後を
ご自分のことはかまわずに生き
てこられた方々なので、フェイ
シャル　マッサージでリラック
スして、気持ちよくなって頂け
たら、と思っています。
　今までご苦労様、という気持
ちでやらせて頂いています。
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① 現在の職業を選んだきっか
　 けは？また志は何ですか？
② 趣味や特技はなんですか？
③ マイブーム
④ これからの夢は？　　　　
⑤ 自分のチャームポイント
⑥ 好きな異性のタイプは？　
⑦ 一言ください

発　行：特定・特別医療法人財団　大和会
　　　　介護老人保健施設　東大和ケアセンター
編　集：東大和ケアセンター 編集委員
　　　　　　下田　哲範　川上亜紀子
　　　　　　服部　紀子　會田　安孝
　　　　　　永井なつめ　杉渕恵美子

〒207-0014　東大和市南街1-13-1
T E L 042-566-6631
FAX 042-566-6632
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東大和ケアセンターの基本理念

介護を必要とする高齢の方に看
護・介護・リハビリテーションな
どを通して、心身の自立を図り家
庭復帰ができるよう支援します。

3.　地域に開かれた施設となるよ
う努めます。
介護教室、ボランティア活動、地
域交流を通して高齢者ケアの向上
に寄与します。

2.　在宅ケアを支援します。
ご高齢の方が一日でも長く、在宅
で自立した生活が送れるように、
通所サービスや訪問活動を行いま
す。

1.　自立と家庭復帰を支援します。

■4月以降の予定

■異動者（東大和病院へ異動）

7月19日
8月16日
8月27～29日

9月 ２日
9月13日
9月

■退職者
白石　貴子（ケアワーカー）　平成20年4月30日
岩田　尚徳（ケアワーカー）　平成20年7月20日

早坂　育子（理学療法士）　　平成20年5月31日

家族介護者教室
納涼祭
第１９回全国介護老人保健京都大会参加
（２題発表）
ボランティア懇話会
敬老会
介護情報サービスの公表制度（訪問調査）

詳細未定のため、決まり次第お知らせ致しま

　5月２８日に、当老健施設単独では初めてとなる地震災害訓練が行われました。
想定した訓練は平日の昼食直後、震度６の地震発生。トリアージ※を取り入れ４階フロ
アでの救護活動を行う、というものでした。
　実際の訓練直前に机上訓練も取り入れたことで、スタッフ個々の行動や役割も把握
ができました。
　当日は、自衛消防隊のスタッフを含め、総勢27人が参加しました。訓練指導をお願
いした北多摩西部消防署の方にも高い評価をいただきました。
※トリアージとは…重症度や緊急度に応じて傷病者を４段階【最優先治療群（赤色）、待機的治療群(黄色)、
保留群(緑色)、死亡群(黒色)】に判別するという方法です。
　トリアージの結果を誰が見ても容易に理解でき直ちに次の行動に生かすことができるよう表示されている
必要があり、この目的で用いられるのがトリアージタッグです。

　　　　入職日
　平成２０年６月１日

① リハビリにより良くな
っていく様子を見て自
分もその支援を行いた
いと思ったため。

② 旅行
③ 料理
④ 移住（南の方で）
⑤ 手
⑥ 年上で包容力のある方。
⑦ よろしくお願いします。

　　　　入職日
　平成２０年６月１6日

① 障害のある方のお役に立
　 ちたい！
② 三味線（藤本流）
③ アロマオイルマッサージ
④ 農家のつくりの家に住み
　 たい
⑤ 大きくて下がり目なところ
⑥ 誠実な方。ユーモアのあ
　 る人
⑦ うっかり者ですが、宜
　 しくお願いします。

　　　　入職日
　平成２０年 7月 9日

① お婆ちゃん子だったので
　　　　　　　　　  …（笑）
② フットサル
③ フットサル
④ おうちが欲しい、できれ
　 ばお城のような（笑）
⑤ 気は優しくて、力持ち！
⑥ 呑気な人（雰囲気のある
　 方なら尚可（笑））
⑦ はじめまして、渡邉です。
　 どうぞよろしくお願いし
　 す。

お知らせお知らせ

新
入
職
員
紹
介

新
入
職
員
紹
介

ト リ ア ー ジ ・ 地 震 訓 練ト リ ア ー ジ ・ 地 震 訓 練

峰松　薫
みねまつ　かおる

理学療法士

安齋 久美子
あんざい   く  み  こ

理学療法士

渡邉　陽子
わたなべ　　ようこ

ケアワーカー

　鹿児島では、梅雨明けが10年以来の早さとのことです。こ
れからどんどん暑くなる日々が続いています。日差しが強く
外出時は、熱射病対策や、日焼け防止に努めて下さい。
　ガソリンの値上がりが続き、自家用車での移動を控えてい
る方が多いのではないでしょうか？物価も上昇し、外出の機
会が少なくなるのは、身体にも良くない傾向です。くるりん
バスやちょこバスなど100円バスを多いに活用し外に出か
けましょう。みんながバスに乗ればエコや節約にもつながり
ますね。
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