ひろば
事務長 仲西 拓人
日頃より当施設のののの運営にににに対対対対しししし、、、、ごごごご支援・ご協力をををを賜賜賜賜りりりり
心心心心より御礼申しししし上上上上げます。。。。今年度もももも地域のののの皆様にににに信頼ささささ

りりりりをををを目指して職員 一同取りりりり組組組組んで 行行行行きたいと考考考考えて おおおお

れれれれ、、、、安全・・・・安心ははははもとより、、、、様々なななな面面面面でででで優優優優しい施設づく

当施設ををををごごごご利用される多多多多くの方々がががが、、、、住住住住みみみみ慣慣慣慣れたごごごご自自自自

ります。。。。

宅宅宅宅にににに元気にににに戻戻戻戻られ、、、、地域社会のののの中中中中でででで、、、、元元元元のののの生活をををを取取取取りりりり戻戻戻戻

今後とも、、、、皆様のご期待とととと信頼にににに応応応応えられるよう努力

して頂頂頂頂くくくく事事事事がががが私私私私どものののの使命であると考考考考えております。。。。

して参参参参りますので、、、、更更更更なるごごごご支援・・・・ごごごご協力をををを賜賜賜賜りりりりますよ
ううううおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げます。。。。
支援相談室 室長 江原 明子
いつもごごごご家族のののの皆様には、、、、当施設のののの運営ににににごごごご理解頂きききき
誠誠誠誠ににににありがとうございますすすす。。。。新築移転してから早早早早１０年年年年
がががが経過致しました。。。。
当施設はははは本来のののの老健のののの目的でででである「「「「リハビリテーショ
ンンンンをををを行行行行いご自宅にににに帰帰帰帰るるるる」」」」をををを基基基基にににに各専門職とととと支援ををををさせて

ると私共もももも嬉嬉嬉嬉しく思思思思います。。。。今年度もももも宜宜宜宜しくお願願願願いいいい致致致致しししし

頂頂頂頂いております。。。。ごごごご自宅にににに帰帰帰帰るるるる時時時時のご利用者者者者のののの笑顔をををを見見見見

ます。。。。

春の景色は鮮やかです。春は暖かい匂いがしま
す。桜が咲き、ボランティアさんが植えて下さった
玄関のチューリップも水仙も咲き出してシルバープ
ラザの景色は最高です。
３月の通所リハビリテーション、天気の良い日は
外に椅子を出して春の元気をいっぱい吸って、花壇

看護師長 斎藤 裕美子
１１１１年中季節をををを問問問問わずインフルエンザ流行ののののニュースでででで賑賑賑賑
わう時代にににになってきました。。。。
当施設ではインフルエンザのののの発生はありましたが感染のののの
拡大ははははなく、、、、また他他他他のののの感染症のののの流行もなく過過過過ごす事事事事がががが出来まままま
した。。。。冬季期間のののの面会時におけるマスク着用のご協力をををを頂頂頂頂きききき
ありがとうございました。。。。
看護科では看護師ののののユニット配置、、、、なじみの関係づくりに
努努努努めてまいりまししししたたたた。。。。４４４４月月月月からは担当のののの変更がありますが、、、、
利用者様には毎日健康でででで楽楽楽楽しく過過過過ごせるよう、、、、またご家族とととと
もももも在宅復帰をををを見据ええええより一層コミュニケーションをとって
いきたいと思思思思います。。。。
病状やお薬薬薬薬にににに関関関関すすすするるるる事事事事など気気気気になる事事事事がございましたら、、、、
おおおお気軽ににににおおおお声声声声かけ下下下下さい。。。。
介護主任 川副 希希希希
早早早早いもので今年もももも春春春春をををを迎迎迎迎ええええ、、、、新新新新たな年度がやって来来来来まし
たたたた。。。。春春春春とととといっても朝夕ははははまだまだ冷冷冷冷ええええ込込込込みみみみますが、、、、おおおお変変変変わり
ございませんか？？？？
当施設ををををごごごご利用頂いている皆様にはいつもお世話にににになっ
ております。。。。春春春春とととといえば「「「「出会いと別別別別れれれれのののの季節」」」」といいます
がががが、、、、当施設はははは「「「「在宅強化型施設」」」」でででで在宅復帰ががががとても多多多多いいいい施施施施
設設設設です。。。。その為為為為、、、、春春春春にににに限限限限らず多多多多くの入居者様様様様とととと出会いいいい、、、、多多多多くくくく
のののの方々ととととおおおお別別別別れれれれががががあり嬉嬉嬉嬉しくもあり寂寂寂寂しくもももも思思思思います。。。。その
寂寂寂寂しさは職員だけでなく、、、、仲良くくくくなられた入居者様方方方方もももも同同同同じじじじ
です。。。。おおおお別別別別れの際際際際ははははいつも涙涙涙涙をををを流流流流される方方方方もいらっしゃいま
すすすす。。。。しかし、「おおおお家家家家にににに帰帰帰帰れるようにリハビリかんばろう！！！！」」」」
「「「「次次次次はははは私私私私のののの番番番番だだだだ！！！！」」」」とととと皆様、、、、笑顔でででで気合いを入入入入れてリハビリ
にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、日々のののの生活をををを送送送送られています。。。。皆様のののの思思思思いいいいをををを叶叶叶叶
えられるよう多多多多職種でででで協力しししし、、、、力力力力にににになります。。。。人生これから
です。。。。笑笑笑笑って、、、、大声出して、、、、元気にににに過過過過ごしましょう！！！！！！！！今年
もももも当施設をををを宜宜宜宜しくおおおお願願願願いします。。。。
通所リハビリ介護主任 村瀬 奈美
通所リハビリテーションも介護保険制度のののの改正をををを受受受受けけけけ今今今今
年度から、、、、ごごごご利用者のののの皆様のののの介護度をををを下下下下げる為為為為のののの取取取取りりりり組組組組みを
行行行行っていきます。。。。ごごごご利用者一人一人にににに対対対対して毎月達成可能なななな
目標をををを立立立立てててて、、、、楽楽楽楽しくリハビリがががが出来るように取取取取りりりり組組組組んで行行行行きききき
たいと思思思思います。。。。その為為為為のののの準備やややや勉強をををを職員もしっかりと行行行行
っていきます。。。。

●●●●４４４４月月月月１１１１００００日日日日～～～～おやつバイキング～～～～
ロールケーキやゼリーなどのお好きな洋菓子をど
うぞ♪
●４４４４月月月月２０日日日日～季節のののの行事食～～～～
筍ご飯、金目鯛の煮物、いちごのパンナコッタなど
●●●●４４４４月月月月２２２２９９９９日日日日～～～～選択食～～～～
昼食ののののメインををををあらかじめお選選選選びいただけます。。。。
Ａ タコライス
Ｂ ビビンバ

作業療法士リーダー 大山 瑞紀
新年度となり晴々とした気持ちを迎迎迎迎えております
がががが、、、、皆様いかがおおおお過過過過ごしでしょうか。。。。私私私私ははははシルバープ
ラザに就職して３３３３年目をををを迎迎迎迎えますが、、、、今年度からリハ
ビリテーション科科科科のリーダーをををを務務務務める事事事事にににになりまし
たたたた。。。。いつも「「「「体操のののの先生だだだだ」」」」等等等等とととと声声声声をををを掛掛掛掛けて下下下下さり嬉嬉嬉嬉
しく思思思思っています。。。。今年度ののののリハビリ科科科科はははは、、、、藤森・・・・西西西西
澤澤澤澤・・・・松島にににに加加加加えて、、、、新新新新たに宮川俊宏・・・・渡辺裕樹・・・・小林
麻里・・・・岩井鷹鷹鷹鷹明明明明がメンバーととととなりました。。。。始始始始めは名前
とととと顔顔顔顔をををを覚覚覚覚えるのが大変だとは思思思思いますが、、、、気軽にににに声声声声をををを
掛掛掛掛けて下下下下さると嬉嬉嬉嬉しいです。。。。皆様とととと一緒にリハビリがががが
出来るるるる事事事事をををを心待ちにしております。。。。
管理栄養士 田村 ちか子子子子
昨年６６６６月月月月にににに前任者より引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ、、、、文字通りりりり走走走走りりりり続続続続
けてきた１０ヶヶヶヶ月月月月でした。。。。緑緑緑緑豊豊豊豊かな夏夏夏夏、、、、紅葉、、、、黄葉
のののの秋秋秋秋、、、、そして思思思思わぬ雪雪雪雪のののの春分のののの日日日日をををを経経経経てようやく桜桜桜桜
舞舞舞舞うううう春春春春がががが訪訪訪訪れました。。。。入職以来、、、、各職種のののの先輩方かかかか
らららら、、、、そしてなによりご利用者のののの皆様から多多多多くの事事事事をををを
学学学学ばせて頂頂頂頂きました。。。。年々老健へへへへごごごご入所される方方方方かかかか
らの食事へのニーズもももも変化しししし、、、、また病状にににに合合合合わせた
個別対応もももも益々必要ととととなってきています。。。。変化をををを恐恐恐恐
れず、、、、利用者様にににに少少少少しでも満足頂ける食事、、、、そして
状態にににに合合合合わせた食事作りに栄養科一同努めて参参参参りま
すすすす。。。。
事務局
川上 晃司
ごごごご利用者様様様様、、、、ごごごご家族様にはいつもお世話になって
おります。。。。
本年４４４４月月月月より介護報酬改定がががが行行行行われます。。。。ただい
まままま利用料金のののの変更等改定のののの内容のののの確認ををををしておりま
すすすす。。。。
さて、、、、新年度をををを迎迎迎迎ええええ新新新新しい体制ででででスタートする部部部部
署等ももももあるかと思思思思いますが、、、、事務局では施設のののの窓口
として 「「「「大切にににに対応してくれている」」」」とととと感感感感じて頂頂頂頂けけけけ
るよう勤勤勤勤めて参参参参りますので宜宜宜宜しくお願願願願いいいい致致致致します。。。。

事務局よりお知らせ
平 成３ ０ 年 ４ 月 １ 日 よ り 介 護 報 酬 改 定 に 伴 い 介 護
新 サー ビ ス 利 用 料 金 を お 知 ら せ す る と 共 に 変 更に

老人保健施設サービス利用料金の変更があります。
同意して頂く為「同意書」を３月の請求書に同封させ
て頂きますので、ご署名、ご捺印の上、同封の返信封
筒にてご返送下さいますようお願い申し上げます。

３階ﾕﾆｯﾄ・１階
３階ﾕﾆｯﾄ・１階ふれあい
・１階ふれあいﾕﾆｯﾄ
ふれあいﾕﾆｯﾄ １７日
１７日

の絵をスケッチする人や花の匂いを嗅いでみたり、

来月のののの特別食のお知知知知らせ
～２０１８年５月の特別食ー～
♪風薫る横浜中華街へお出かけの気分で ♬
（予定日 ５月 日 （土））５日はこどもの日の為）
。
☆春巻き・海老せん
★茶碗蒸しのフカヒレあん
☆人参サラダ
★中華粥
☆春雨と冬瓜のスープ
★デザート～マンゴープリン
どうぞふるってご利用ください。
（ご予約は４月２７日までに職員まで）
管理栄養士 田村 ちか子

2 階ﾕﾆｯﾄ・１階
階ﾕﾆｯﾄ・１階ぬくもりﾕﾆｯﾄ
・１階ぬくもりﾕﾆｯﾄ 3 日・２４日
２４日

フラりと花壇に足を踏み入れたり 蕗の薹をとりに
出かけたり、つくしをとってみたり、お花をとって
みたり。蕗の薹は持ち帰って天ぷらにして食べたそ
うです。季節がいいと自然と身体が動くようです。
寒いと暑いの間の晴れた日は、気持ちよく、楽し
く、美味しくリハビリが出来たらいいですね。
４月からの通所リハビリテーションはご利用者の
皆様一人一人の 「やりたいこと」を行いたいと思い
ます。出来ないと諦めていた事、出来るようになり
たい事、やってみたい事、思い描いて考えて下さい
ね！お待ちしています。
通所リハビリ介護主任 村瀬 奈美

音楽教室
音楽教室「
教室「AM」
AM」

３月は３２年ぶりに都心で大雪警報が
出る等、寒い日もありましたが、段々と
春らしい暖かい季節になってきました。
今年度は広報委員も新しいメンバーに
なり、皆様に楽しく読んでいただけるよ
うな 「ひろば」を作っていきたいと思い
ます。宜しくお願い致します。
介護福祉士 渡邉 昭之

今 月 の 予 定
1 日（日）朗読クラブ
朗読クラブ「
クラブ「AM」
AM」
４日（水）喫茶「
喫茶「PM」
PM」
５日（木）園芸クラブ「
園芸クラブ「PM」
８日（日）朗読クラブ「
朗読クラブ「AM
クラブ「AM」
AM」
１１日（水
日（水）民謡クラブ
民謡クラブ「
クラブ「AM」
１３日（金
日（金）カラオケクラブ
カラオケクラブ「
クラブ「PM」
PM」
１５日（日
日（日）朗読クラブ
朗読クラブ「
クラブ「AM」
AM」
１８日（水
日（水）手作りの
手作りの会「PM」
PM」
２０日（金
日（金）散歩クラブ
散歩クラブ「
クラブ「PM」
PM」
２２日（
２２日（日）朗読クラブ「AM
日）朗読クラブ「AM」
AM」
２４日（火）
２４日（火）売店「
売店「PM」
PM」
２６日（
２６日（木）車椅子ダンス「
車椅子ダンス「PM」
PM」
２７日（
２７日（金）カラオケクラブ
カラオケクラブ「ＰＭ」
クラブ「ＰＭ」
２８日（土
日（土）理美容「終日」
２９日（
２９日（日）朗読「AM
日）朗読「AM」
AM」
※都合により変更となる場合があります。
都合により変更となる場合があります。

第２４４号

《バザーのお知らせ》
５月１９日（土）にシルバーバザーを開催します。
ご自宅に眠っている物（食品以外）がありましたら、
ぜひ出品にご協力下さい。なお、家電につきまして
は、動作の確認を行った上でお持ち込み下さい。
《春の外出のお知らせ》
５月下旬に『春の外出』を予定しております。詳
細は、各ユニットに貼り紙でお知らせしますので、
内容をご覧いただき、お申し込み下さい。

雛祭り

２０１８． ４． １
横浜シルバープラザ

:

⒓

