
9月12日、さわやか介護合同敬老会。津田高校音楽部の皆様が来てくださいました。

第67号
10５

尊厳支え「見る」「話す」「触れる」「立つ」　笑顔で絆の認知症ケア
出来ること　見つけて　生きがい育て隊！

平成27年度 さわやか介護 スローガン

さわやか荘訪問リハビリテーション



三田ミツヱ様

ご長寿
おめでとうございます

長寿の秘訣
「人を大事に、怒らず、気長
に暮らす事」

大津ツヤ子様

伊関ツヤ子様

100歳

95歳

99歳

98歳

寝るばかりせず、用事を
見つけてはゴソゴソして
いることが、元気の秘訣
です。

浜崎千代子様

鴨井シズコ様

腹を立てることなく、気長
にすごすことが、長生きの
秘訣です。

100歳になっても好きなカ
ラオケ歌います。

これからも元気でがんば
ります。

元気にデイサービスに通い
たいです。

山田　時枝様

来年は100歳！！長寿の秘訣は
偏食をしないこと。

これからも元気でいたいです。

東讃保健福祉事務所の山地知洋枝所長が
お祝いに来てくださいました。

吉原　徳一様

森永ハルエ様『毎日、すこやかに。』

101歳

平松ミチエ様

100歳

岡田　勝子様
99歳

99歳

100歳

　さわやか介護事業所
では、90歳代の方105
名、100歳代の方5名が
利用されています。今後
もご自愛いただき、さら
なるご長寿を、心よりお
祈り申し上げます。

　さわやか介護事業所
では、90歳代の方105
名、100歳代の方5名が
利用されています。今後
もご自愛いただき、さら
なるご長寿を、心よりお
祈り申し上げます。

97歳
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通所リハビリテーションでの取り組み

在宅を支える通所リハビリテーションを目指す！

　身体に負担をかけすぎないよう自
分で調節しながら、地域のふれあい
サロンや運動会に参加したり、文化
祭では作品を出展しています。
　昔から大好きな旅行をいつまでも
続けて行きたいという目標をもち、
リハビリに励んでいます。

日常生活活動

　昔していた職業や趣味を生かし、大工作業を行っていただきました。金づち、
カンナ、ドリルを巧みに使い、見事なテーブルとイスが完成しました。

趣味活動

大正琴

〈H様の場合〉

　3ヶ月前は入所されていました。現在は在宅復帰され、
一人暮らしです。困っていることはトイレの動作です。自
分でズボン等の上げ下げ、乗り移りが安全にできるよう
になりたいという目標を立て、練習しています。

　この日の昼食はバーベキューです。野菜を切ったり、焼きそば
を焼いたりと、男性が一人でも自宅で生活する為に必要な調理
の練習をしています。

日常生活動作や、趣味活動を通して自立し、地域の中で安心した生活を送る。

・・・身の回りのことができるようになる

　生活全般の行為（仕事や趣味などを含む）において利用者様が本来持っている能力を活用して、自宅で
生活できるように、理学療法士・作業療法士、ケアマネージャー等と連携・話し合いをし、目標を立てて、
リハビリに取り組んでいます。

社会、地域への参加

最終目標

・・・自宅での閉じこもりをなくし、自ら社会に参加できる

・・・やりたいと思っていたことが、ここではできる！
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　9月19日に大運動会を開催しました。利用者の皆様、職員が
一丸となり、とても賑やかで活気のあるイベントになりました。

育て隊！あなたのヤル気!! 守り隊！あなたの機能!!デイサービスデイサービス

グループホームさわやかハウスグループホームさわやかハウス 食べて動いて元気になって、在宅復帰もめざします老人保健施設さわやか荘老人保健施設さわやか荘

大運動会

縁　　日

縁　　日

生活リハビリ 外出レク

寄り道散歩プログラム 苔玉作り

松原清掃

お茶会

ホームで屋台

焼き鳥、たこやき、おでんなどの
屋台メニュー♪皆さんお祭り気分で
笑顔が溢れていました！

ぜ～んぶ美味しかったで～！！
お口の中が宝石箱や～♪

和菓子もおいしいね！

片原町までは、これかな... 久しぶりに電車に乗りました

無事、県立ミュージアムに到着 原始時代からの歴史にふれました

うまく
釣れるかな～

たくさん釣るぞー!!

まずは四つに
たたんでと

みんな楽しくお祭り気分

かまどでおいしく食べました♪

美味で
ございました。

焼きそば
おいしいよ～！

お食事に、ゲームに・・・
笑い声の絶えないひとときでした！

職
員
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ

完
成
し
ま
し
た
！

選
手
宣
誓
！
！

大
運
動
会
の
幕
開
け
で
す
！　利用者様の意欲の向上や活性化を

目的として、公共の交通機関を利用
したり、郷土の歴史について意見や
感想等を言っていただいています。

　生活リハビリ
の中で歩行練
習、立位保持、移
乗など利用者様
の機能低下防
止・向上を目指
すとりくみを行
っています。

　月に一度の松原清掃。3年前から
気候のいい時期に参加しています。
がんばったあと、海辺で食べる手作
り弁当は格別です！！

　8月23日、夏の一大イベント、縁日
が開催されました。今年もご家族の
皆様に参加いただき、ハウスの中は
大賑わい♪♪大盛況です！

介護老人福祉施設さわやかホーム介護老人福祉施設さわやかホーム

いいお天気なので、本日のお茶会は
「野点（のだて）」です

地域の中へ出かけて行き 「となり組の
おつき合い」をさらに深めます

「水・食事・排泄・運動」の4つの基本ケアの充実につとめ、「おむつゼロ（全員トイレでの排泄）」
を維持し、認知症状の軽減等自立支援のケアをさらに進めます

お彼岸行事

お彼岸の恒例行事
「おはぎ作り」を
行いました！

みんなで作った
おはぎの味は
格別でした！

白に負けないわよ！！
赤 勝て～♪
ソレソレ～！！
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地域とのふれあい、学びあい

9
12

　今年は、津田高校音楽部の皆様
が来荘され、『演歌メドレー』等、
迫力のある素晴らしい演奏で合
同敬老会を盛り上げてください
ました。利用者様からは、笑顔と
拍手が送られ、心に残る楽しいひ
と時となりました。

　職員2名、参加者様25名で、介護保険制度の基本と改正
についての講習会を行いました。サービスの使い方や改正内
容への疑問、質問の飛び交う熱気あふれる会になりました。

　さわやか荘での交流学習事前学習として、入所・通所の相談
員3名、作業療法士1名が講師として招かれました。施設の概要
やお年寄りとの接し方について説明した後、持参した高齢者疑
似体験セットや車椅子、レクリエーションの道具を使用して実際
に体験していただきました。

　10月2日に寺町、翌3日には神野、松原、11日には城北・西町の各
獅子連の皆さんが来荘。勇壮な獅子舞を披露してくださいました。

合同敬老会

7
25 鴨部成山台ふれあいサロン参加

9
25 津田小交流学習事前学習

　ＡＥＡＪアロマセラピスト三島斉朗さんを講師としてお迎
えしました。ハンドオイルづくりや、オイルマッサージの仕方、
認知症予防・軽減効果のあるのアロマブレンドの作り方な
ど、内容盛りだくさん！参加者みんなでワイワイと楽しみなが
ら学べる教室となりました。

地域とつながる

10
2,3,11 獅子舞 津田石清水神社 秋祭り

津田小学校5年生

家族介護者教室9
16

　ボランティア様24名、職員66名、総勢90名で、津田福祉
会施設周りの美化清掃を行いました。夏の間に長く伸びて
いた雑草がきれいに刈り取られました。早朝からの作業に
もかかわらず、多くの方に参加していただき、ありがとうご
ざいました。

第8回 さわやかクリーン作戦
10
8津田高校音楽部

長寿のお祝いで記念品も
贈呈されました。

癒しのアロマ教室開催
 

知って得
する

知っ知っ
なるほど認知症講座

その6

詳しいお問い合わせ・ご相談先
さわやか荘在宅介護支援センター 0879-42-1150

　便秘を改善し、下剤を使用しないことが認知症状を軽減する基本
ケアの1つとしてあげられています。さわやか介護事業所では、自然排

便をすすめるために下剤ゼロを目指して取り
組みを行っています。

　腸内環境を整え、免疫力がアップする働きのある甘酒
を、職員が糀（こうじ）屋さんから糀を直接購入して手作
りし、利用者様に提供しています。甘酒を毎日飲むこと
で、下痢ぎみの方や便秘の改善がすすみ、感染症にかか
りにくくなるなどの効果が期待できます。

高齢者に不足しがちな食物せん
いをとっていただくことで、便
の量を増やしたり、便をやわら
かくしスムーズな排便につなげ
ます。

　高齢の認知症の人には、便秘の方やオムツ着用者が
多く、便秘、下剤、オムツ着用が認知症を悪化させてい
ます。
 便秘  認知症の便秘（多くは下剤服用）の人で、朝から
興奮が見られるときは、多くの場合夕方までに排便があ
り、その後落ち着かれる事例が殆どです。
　便秘は気分を不安定にし、下剤を使うとますます変な
感覚・不穏な状態になり、認知症状を悪化させるので
す。
　そこで、高齢者の介護では、「排泄最優先の原則」＝ト
イレへの誘導を最優先することが大事です。
　大多数の人が便意を感じやすいのは、朝食後です。あ
る日から下剤をやめて、朝起きたときに水やミルク等を
飲んでいただき、朝食後トイレ誘導します。そのとき排
泄が無ければ、日中の小用トイレのとき等に長目に座っ
てもらう。これを数日続ければ便通がみられるようにな
ります。

　認知症の介護でとくに困ることは、周辺症状＝徘徊、
粗暴、不潔行為、妄想等＝行動・心理症状BPSDです。
　BPSDの改善には、まず4つの基本ケア＝水、食事、
排泄、運動が大事で、前回は水、食事を説明しました。

下剤をやめて、便秘をなおす

　高齢者がオムツをするようになったきっかけは、病気や骨折で
入院・手術をしたときや、失禁が多くなり家族や入所施設職員が
オムツをすすめたとき等です。
　オムツをしても、マヒや重い意識障害がなければ、尿意や便
意、陰部の皮ふ感覚がすぐに無くなることはありません。しかし、
尿意や便意を訴えても、トイレ誘導をしなかったり、多くの病院
や介護施設が行っている「オムツの定時交換」（トイレ誘導なし）
が続くと、オムツの中に排泄することへの心の奥底でのみじめさ
とあきらめが、便意尿意・皮ふ感覚を失わせてしまいます。
　トイレに誘導し、オムツをやめると尿意便意は回復してくる人
が殆どです。もちろん、笑顔が多くなり、認知症状が改善するこ
とは言うまでもありません。
　トイレで排泄するためには、トイレに座れること（手スリ等を
使ってでも）、トイレまで移動できることが不可欠です。まず座
る、立つ（何かで支え）訓練、さらには歩く練習をして、朝食後や
その人のトイレサインに気付いたときにトイレ誘導することが、
オムツはずし＝トイレで排泄→認知症状改善を可能にします。

オムツをやめて、トイレで排泄

　当さわやか介護施設では、「下剤・オムツゼロ」に10年近く前
から取りくみ、さわやかホームでは3年前からゼロ達成！ 老健
施設等でも、もうすぐゼロ！状態になってきています。
　4つの基本ケア＝水、食事、排泄、運動が、利用者様の自立度
を高め、認知症の予防、改善に効果を生み出しています。

さわやか介護は、オムツゼロ進行中！！

食物せんいを摂取する
ヨーグルトに含まれるビフィズス菌
のエサとなるオリゴ糖を加えること
で、排便を促す効果があります。

のむヨーグルト＋オリゴ糖

炊飯器で作る生甘酒レシピ

最も腸が活発に動いている起床
後に水分と朝食をしっかりとる
ことで、自然な排便を促します。

起床時にコップ1杯の飲み物を飲む

食物せんいが
豊富で便の量
を増やしてく
れます。

寒　　天

健康は腸から健康は腸から

朝食をしっかりととる

手作り甘酒も

材料：生糀300ｇ，約60度のお湯300ml
　(水は水道水が良い。ミネラルウォーターは熱殺菌され
ていることが多いので不可)

① 糀を手ですり合わせてよくほぐす。
② ①の糀と約60度のお湯を炊飯器に入れ、よくなじませる。
③ 炊飯器を保温モードにして、上からふきんをかぶせ少し
ふたを開けた状態で4～5時間保温する。途中で1，2回、空
気を含ませるように全体を混ぜる。

④ 約60度を保つように、ふたの開け具合で調節する。
⑤ 容器に移し、荒熱がとれたら冷蔵庫で保存する。
●冷蔵庫で1週間保存可能。加熱して飲まないこと(酵素が失活)。
毎日飲む(おちょこ1日1～2杯)。
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りにくくなるなどの効果が期待できます。

高齢者に不足しがちな食物せん
いをとっていただくことで、便
の量を増やしたり、便をやわら
かくしスムーズな排便につなげ
ます。

　高齢の認知症の人には、便秘の方やオムツ着用者が
多く、便秘、下剤、オムツ着用が認知症を悪化させてい
ます。
 便秘  認知症の便秘（多くは下剤服用）の人で、朝から
興奮が見られるときは、多くの場合夕方までに排便があ
り、その後落ち着かれる事例が殆どです。
　便秘は気分を不安定にし、下剤を使うとますます変な
感覚・不穏な状態になり、認知症状を悪化させるので
す。
　そこで、高齢者の介護では、「排泄最優先の原則」＝ト
イレへの誘導を最優先することが大事です。
　大多数の人が便意を感じやすいのは、朝食後です。あ
る日から下剤をやめて、朝起きたときに水やミルク等を
飲んでいただき、朝食後トイレ誘導します。そのとき排
泄が無ければ、日中の小用トイレのとき等に長目に座っ
てもらう。これを数日続ければ便通がみられるようにな
ります。

　認知症の介護でとくに困ることは、周辺症状＝徘徊、
粗暴、不潔行為、妄想等＝行動・心理症状BPSDです。
　BPSDの改善には、まず4つの基本ケア＝水、食事、
排泄、運動が大事で、前回は水、食事を説明しました。

下剤をやめて、便秘をなおす

　高齢者がオムツをするようになったきっかけは、病気や骨折で
入院・手術をしたときや、失禁が多くなり家族や入所施設職員が
オムツをすすめたとき等です。
　オムツをしても、マヒや重い意識障害がなければ、尿意や便
意、陰部の皮ふ感覚がすぐに無くなることはありません。しかし、
尿意や便意を訴えても、トイレ誘導をしなかったり、多くの病院
や介護施設が行っている「オムツの定時交換」（トイレ誘導なし）
が続くと、オムツの中に排泄することへの心の奥底でのみじめさ
とあきらめが、便意尿意・皮ふ感覚を失わせてしまいます。
　トイレに誘導し、オムツをやめると尿意便意は回復してくる人
が殆どです。もちろん、笑顔が多くなり、認知症状が改善するこ
とは言うまでもありません。
　トイレで排泄するためには、トイレに座れること（手スリ等を
使ってでも）、トイレまで移動できることが不可欠です。まず座
る、立つ（何かで支え）訓練、さらには歩く練習をして、朝食後や
その人のトイレサインに気付いたときにトイレ誘導することが、
オムツはずし＝トイレで排泄→認知症状改善を可能にします。

オムツをやめて、トイレで排泄

　当さわやか介護施設では、「下剤・オムツゼロ」に10年近く前
から取りくみ、さわやかホームでは3年前からゼロ達成！ 老健
施設等でも、もうすぐゼロ！状態になってきています。
　4つの基本ケア＝水、食事、排泄、運動が、利用者様の自立度
を高め、認知症の予防、改善に効果を生み出しています。

さわやか介護は、オムツゼロ進行中！！

食物せんいを摂取する
ヨーグルトに含まれるビフィズス菌
のエサとなるオリゴ糖を加えること
で、排便を促す効果があります。

のむヨーグルト＋オリゴ糖

炊飯器で作る生甘酒レシピ

最も腸が活発に動いている起床
後に水分と朝食をしっかりとる
ことで、自然な排便を促します。

起床時にコップ1杯の飲み物を飲む

食物せんいが
豊富で便の量
を増やしてく
れます。

寒　　天

健康は腸から健康は腸から

朝食をしっかりととる

手作り甘酒も

材料：生糀300ｇ，約60度のお湯300ml
　(水は水道水が良い。ミネラルウォーターは熱殺菌され
ていることが多いので不可)

① 糀を手ですり合わせてよくほぐす。
② ①の糀と約60度のお湯を炊飯器に入れ、よくなじませる。
③ 炊飯器を保温モードにして、上からふきんをかぶせ少し
ふたを開けた状態で4～5時間保温する。途中で1，2回、空
気を含ませるように全体を混ぜる。

④ 約60度を保つように、ふたの開け具合で調節する。
⑤ 容器に移し、荒熱がとれたら冷蔵庫で保存する。
●冷蔵庫で1週間保存可能。加熱して飲まないこと(酵素が失活)。
毎日飲む(おちょこ1日1～2杯)。
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申し込み先
お問い合わせ

応募資格

さわやか荘在宅介護支援センター
☎0879-42-1150

社会福祉法人 津田福祉会　香川県さぬき市津田町津田2207番地　TEL 0879-42-1150　http://www.sawayakakaigo.or.jp/ 

家族介護者のつどい旅行

うだつの町並み・あんみつ館もたずねます

徳島県立防災センター

防災体験ツアー

参加費

日　時 12月5日（土）定員20名
お一人様 （当日集金）3,000円

新人職員ご紹介よろしくお願いします

北谷　　勤
介護職員

竹林　啓太
介護職員

田中　香織
看護職員

巨大地震に備えて、揺れ・出火・暴風・煙の中での
避難、いざという時の止血や心肺蘇生など

さわやか荘8：00発　　　昼食は土柱ランド
新温泉　　　18：00さわやか荘帰着 さぬき市内で要支援・要介護の認定を

受けたご家族を介護している人

きっと役立つ 一人での参加大歓迎

第16回 さわやか秋祭り

メイン会場プログラム

●サブ会場

●模擬店（バザー、出店）  13：00～

10月24日（土）13時受付開始

平成28年2月1日

さわやか荘訪問看護ステーション
オープン予定！

ご来場お待ちしています!

13：00～　受付開始
14：00～　開会挨拶
14：10～　城北獅子連による獅子舞
14：25～　職員による演技
14：40～　「高松千春」歌謡ショー
15：10～　さぬき舞人による演舞
15：30　　閉会     

・さわやか秋まつり特別茶会（有料）
　　　　　　　　　　先着100名様
・利用者様の作品展
・さわやかフリーマーケット

　地域の多くの方からのご要望で、この度ようやく、
訪問看護事業所を開所することになりました。
　訪問看護とは、看護師などがお住まいを訪問し、
療養生活を送っている方の看護を行うサービスで
す。利用者様やご家族の意思、生活スタイルを尊重し
て、QOL（生活の質）が向上できるよう予防的支援か
ら看取りまでを支えます。
　ご利用の際は、担当の介護支援専門員にご相談
ください。
　また来年度には、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護サービスも開始します。詳しくは、次号の
広報誌でお知らせします。

・うどん ・わたがし ・ポップコーン
・ドーナツ ・フライドポテト　
・シフォンケーキ ・焼き鳥 ・肉だんご
・ばくだんアイス ・ホットコーヒー
・ジュース・金魚すくい ・ヨーヨー釣り
・射的

♪スタンプラリー（お子様のみ）や
　　　　　　お楽しみ抽選会もあるよ♪
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