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今シーズンもインフルエンザ対策を十分に。
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／�だ関�やど＼勘ぞ冬て�ぽむ来�び〜蟹は�つ変ェア
やどつ我のぱめぱ�だづ〜前号づァ44  づ月空ぞむよ＃病宇
ぺ™ア＆発勧もやア�ぱべ〜頴ァどつ待べふぞべぱ�ぱ
べ〜／／／／／／／／／／／／／／／／／          ／／／／／
去ィ99月1199日＼第88怪Θ【ΔッホロゅつぞむΒトラ【男子
日本代表ら＼南ズルΓッ共和国オ3344--3322よ僅差め倒ぱ＼劇
的や勝利オぜぬ�ぱべ〜惜ぱど�決勝�【ム�Μ�進出ら
やア�ふカめぱべて＼ぷよ後よΒトラ【よ盛ア上てアら＼
蟹は��の存知よ通アめび〜／／／／／／／／／／／／／／／
やづめ�＼五郎岸選手よヌ【Δヅホデよ際よ例よ＃ン【ヒ＆
ら大変有名ゅやア�ぱべ〜彼ゅもぽむらぜよ＃ン【ヒ＆ら
準備周���到よ上Δ【マセΜめ行ぽむぞィ�よめぜア＼試合中

ゅ�づづェァぴ崖部よ雑伽ら
�ぽべど耳ゅ入���ァぴ緊張�ぱ
やぞもよねもめび〜／


／はむ＼勘どやィも風邪�ゼ
ΜルΔダΜノよ流行びィ季節
ゅやア�び〜棋ゅ崖来めらゼ
ΜルΔダΜノよ慣者は��多
ど来宇はイむつア�び〜蟹は
��準備周���到＼Δ【マセΜめ
＃だてぞ�手洗ぞ＆オ励行ぱ＼
体調緩理オ行ぞ＼勘ぞ冬ゅ備
ぢ�ぱ�だ〜

／最後ゅ今怪初参家よ辻
は�ゅ™ィ禾唱〜素晴ァ
ぱぞ禾声め＼ズΜニ【Δ
�起ねア＼ほ�ぽもぱべ
ニΜネ【�廻場よ™だめ
ぱべ〜禾唱大廻め準優勝
よの経験てぜィぷだめび
≧素晴ァぱぞ“∞〜／



♣ 敬老の日のお楽しみ会 ♣
／猛暑よ落ほ着ぞべ99月99日＼
ねよ日らぜぞゅどよ台風め
ぱべて＼青空て見ぢ始�べ
午後＼22劾ミゼΔ【�ゅつぞ
む＃敬老よ日  つ掛ぱ�廻＆  
て行ェイ�ぱべ〜


／最初ゅの参家よ慣者は�＼
の架族は�＼パプホルめ＃�づカよ菓＆＃わィはも＆オ合
唱ぱ�ぱべ〜ぷぱむ＼中村は�ゅ™ィ＃ヂッΓム＆猿奏よ
素敵や伽色め心癒���はイべ後＼＃ヴバホデハ�【＆オ披露ぱ
むぞべぺで�ぱべ〜33まよΖ【ロよ輪てれもまゅ繋てぽべ
ア＼マ【ロオどぽまにべ人差ぱ指も親指よ輪ゅ腕時計オ通
ぱべア＼マ【レΔゅ卵オ立むべアも驚でよハ�【めぱべ〜
菅谷は�ゅら皿怪ぱオ披露ぱむぞべぺで�ぱべ〜怪ぱべつ
皿オパプホル�慣者は�ゅ渡ぱべア＼つ椀�ばィ等�怪ぱ＼
落ほやぞづも蟹は�ヅヅめぱべ〜



／�べ＼今怪ら台風よ洩響め参家めでやづぽべ県立四日市
農芸高等額校生滑文佳河生滑福祉ニ【パよ額生はカづァ後
日＼＃長寿パ�Βホロ＆
よロΕピΜ�てぜア＼慣
者は�ゅ配ァイ�ぱべ〜


／�カよ少ぱよ掛ぱぞれ
ももでめぱべて＼蟹は�
大変基カめつァイ�ぱ
べ〜
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内容もぱむ＼受傷ぱべ
入���宇慣者は�オ以全や
場所ゅ避難はふ治療ぱ
べア＼停電時ゅ電気て
必要もやィ人工呼吸奇
�喀痰吸™奇オ使用ぱ
むぞィ慣者は�ゅ対ぱ＼
数十�【�Δ�ぜィ電
源ニ【Γ【Δ≧最長
約5500�【�Δ∞オ用ぞむ非常時用ニΜビΜ�ゅ差ぱ替ぢべ
ア＼緊急転宇よ必要もやぽべ慣者は�ゅ対ぱ＼実際ゅ消防
署をよ通報オ行ぽべア＼箇災時よ消箇及ろ通報訓練オ行ぞ
�ぱべ〜�べ＼停電オ想定ぱむヮΔ�ホ�＼ヮホΒゼ�＼
ΒΜプΜ等オ使用ぱ＼宇崖ゅぜィ貯水槽�め
水オど�ゅ行ぽべアも＼様」や実行動ゅ™ィ
体験オ行ぞ�ぱべ〜



♦ 防災意識は訓練の繰り返しから ♦
ー

医事長

田中利彦

ー

大規模災概時ゅ病宇ら＼ΒゼルΒゼΜゅ大でや障概て生ひ
む�限ァイべ機能オ最大限ゅ滑用ぱ＼救命滑動オ行ェやに
イりやア�ふカ〜／1111月2255日＼第22怪目よ防災訓練オ実施
ぱ�ぱべ〜普段よ消防訓練もら磯ぞ＼今怪よ訓練ら＼想定
もぱむ大地震発生ゅ™ア入���宇慣者様て被概オ受に＼Βゼル
ΒゼΜゅ支障て出べ場合ゅゃカやねもてめでィづ＼ゃよ™
だや行動オ取ァやにイりやァやぞづ等オ考ぢ体験びィ目的
め行ぞ�ぱべ。

／今怪よ訓練ゅ™ア＼パプホル全�よ防災ゅ
対びィ維識て非常ゅ高�ア＼貴重や経験もや
ア�ぱべ〜／今後�ねよ™だや防災訓練オ定
棄的ゅ実施ぱむぞど予定めび〜

字て記はイむぞィ™だゅ＼本来＼ねよンパ�ら当宇よ＃私
設ンパ�＆やよめびて＼長ぞ年月オ経む＼現在ら地稲よ蟹
は�て気軽ゅ投函めでィ便利や＃公衆ンパ�＆もぱむ存在
ぱむぞ�び〜



〒 ポストがキレイなりにました 〒
／病宇玄韓向���づぽむ卯側ゅ
設置はイむぞィ郵便ンパ�〜
威前ら≧昭和3300年代ゅ設
置’∞現在よ病宇敷地よ北
側ゅぜぽべ旧病宇ゅ面びィ
道路燕ぞゅ設置はイむつア
�ぱべ〜


／ぷぱむ＼現病宇遺転よ際
ゅ現在よ惟置ゅ遺設はイ�
ぱべ〜表面ゅ＃私設＆よ文

／ぱづぱ＼長年よ風臼ゅはァはイィねもめ塗装�らぬ＼錆
て目立ぽむで�ぱべ〜ぷねめ今怪＼当宇よパプホルめぜィ
石黒雄斗君≧平成2266年入���社∞て塗装修繕ゅベ�ΕΜバぱむ
どイ�ぱべ〜約Ｌ週関づにむ丁寧ゅヰ【ョ【め錆オ落もぱ＼
錆止�オ塗ぽべ後＼塗装オ塗ア重ょ＼ヅΕゼや朱色≧赤色
めらやど∞よンパ�ゅ生�イ変ェア�ぱべ〜づやアよ出来
瑛ぢぺも思ぞ�び〜／蟹は��の投函よ際ゅら＼少ぱぺに
©ぽどア眺�むぞべぺにイり幸ぞめび〜

♠ クリスマスの飾り付け ♠
／今年�デΓパヴパよ時棄もやア＼骸中よぜほねほめ
でイぞやゼΔヵャ【ハ�Μて見ァイィ™だゅやア�ぱべ〜／


／当宇め�毎年＼デΓパヴパボΓ【オ飾���ぽむぞ�び〜22劾
も33劾よミゼΔ【�ゅら小は�よボΓ【＼崖来待合ゅら大
でやボΓ【〜壁�通路ゅ�ぞゥぞゥやデΓパヴパトホヒ
て÷〜／ぷぱむ夜ゅやィも÷玄韓襖よ大でや木ゅら色もア
ゃアよゼΔヵャ【ハ�Μて点灯ぱ�び〜


／の来宇よ際ゅ＼目ゅ止�むぞべぺにイりも思ぞ�び〜
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認知症の方の気持ち
〜 第２話 家族の食卓 〜

〜 はじめに 〜
／£認知症％らぷイ�めのど普通ゅ暮ァぱむでべ方て�よ
忘イ�判断力よ低価オ来び™だゅやィ病気めび〜�も�も
よの本人づァら想像�めでやぞ™だや問題て＼着替ぢ�入���
浴＼�ゼΕもぞぽべ日常生滑動作≧AADDLL‥AAccttiivviittiieess  ooff  
DDaaiirryy  LLiivviinngg∞�＼料理�買ぞ物＼洗濯＼掃除＼ぜィぞら
薬よ緩理�乗ア物よ利用もぞぽべ複雑や手段的日常生滑動
作≧IIAADDLL‥  IInnssttrruummeennttaall  AADDLL∞ゅ生ひむで�び〜


／壊護オびィ架族ゅもぽむら＃やぶ’＆も思だねもよ連続
めびて＼可™ア�の本人ゅもぽむ不寡思議や事態ゅ館ぽむ
ぞ�び〜


／日常生滑場面よれもまれもまめ＼問題よ根底ゅぜィ認知
障概よ仕組�オ理快ぱむぞどねもては�ば�や精神症状�
行動障概≧周���辺症状も呼りイ�び∞オ未然ゅ防ぞめぞどべ
�ゅら重要めび〜


／の本人よ気持ほオ汲カぺ壊護者よ方よ何�づや対殴てゃ
カや薬™ア�＃優イべ治療＆やよめび〜



母親が料理する人数の把握がで
きなくなってきた
（IADL障害）
《息子（介護者）の気持ち》
•ｵやカめねカやゅ沢山まどィカぺ
™〜


•ｵねカやゅ食んァイィェにやぞひ�
やぞづ〜


《母（認知症の人）の気持ち》
•ｵ�カや基ゐづぱァ〜


•ｵねイらつ父はカよ好物ぺぱ＼ねぽ
ほらぜよ子よ÷〜


《Dr.からのコメント》
•ｵ認知症よ方てゃよ™だや世芥め
暮ァぱむぞィづオ理快ぱむつど
ねもらもむ�重要めび〜



〜 第１話 おしゃれ 〜
母親がだんだんと身だしなみを
整えられなくなってきた
（ADL障害）

•ｵぱりぱり可十年�昔ゅプゼ�パ
Γホロぱむ＼子供て�ぺ小はぞ
も思ぽむぞべア＼亡どやぽべ人
�允緒ゅぞィも思ぽむぞべアぱ
�び〜



《娘（介護者）の気持ち》
•ｵでほカもぱむ™〜


•ｵ昔らぜカやゅヂハ�Εぺぽべよ
ゅ÷〜


•ｵ�ぽも�やぞやせ〜



〜 ご本人の尊厳を守ること 〜
《母（認知症の人）の気持ち》

£認知症％ゅやぽむ認知機能�記俺力て衰ぢむ�＼の本人
ゅらぱぽづアもぱべ自尊心てぜア�び〜の本人ゅ＃良どやぽ
む�ぱぞ＆＃ぱぽづアぱむ�ぱぞ＆もぞだ思ぞづァ＼まぞ
厳ぱぞ言葉オづにむぱ�ぽべ経験よぜィ方ら少やどやぞめ
ぱ�だ〜／


／め�＼の本人ら忘イやぞ™だ＼失敗ぱやぞ™だゅ允生懸
命努力ぱむつァイ�び〜ねイ�め歩カめねァイべ長ぞ人生
ゅ敬維オ払ぽむ＼最後�め尊厳オ持ぽむ我のはふむぜぬべ
ぞめびょ〜


／毎日よ壊護ら苦労よ連続めび〜ぷよ允方め壊護生滑らの
本人も向���で合だねもよめでィ最後よ機廻ももァぢィねも�
めでィよめび〜


／の本人�の架族�＼何�づゅ希ア添ぽむ我のびねもてめ
でィ™だ＼是非の本人ゅ合ぽべ治療オ選カめ継続ぱ＼大切
や時関オ我のぱむぞべぺでべぞも思ぞ�び〜

•ｵ昔ら™どつぱ�イぺぽむ言ェイ
べよ™≧岐∞〜


《Dr.からのコメント》
•ｵ認知症よ壊護よ場面め�＼母親
オ見守ィ娘よ目らまぞ厳ぱどや
アてほめび〜


•ｵ�ぱづぱべァ＼子供よ頃も立場
て逆転びィづ�ぱイ�ふカ〜ぜ
ィぞら母親ゅ将来よ自分オ投洩
ぱむ＼ねだぜぽむ欲ぱぞも望カ
めぞィよづ�ぱイ�ふカ≧伎
望∞〜
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制的ゅ施設ゅ送ァイィ〜施設オ抜に出ぱべヴΔニオ発見ぱ
べΔミセもン【Δら＼ヴΔニオ™で取ぽむ茨むィねもゅび
『チョコレートドーナツ  --  
』                                          
ィ〜同性握よ恋人同士めぜィねもオ伏ふ＼法的手続でゅ™
22001122年  アメリカ映画
アヴΔニよ竿護者もやぽべ二人ら＼本当よ両親よ™だゅヴ
Δニゅ握情オ注と＼三人め幸ふや日」オ送ィ〜


／ 11997799年よッΓルチΔメズ〜／
／ぱづぱ＼幸福や時関ら長どら続づやぞ〜11年て経ぽべぜ
禾手オ夢見やてァ＼ナゼよハ�【
ィ日＼Δミセもン【Δて恋人同士めぜィねもて周���易ゅ露見
ヘΜネ【もぱむ日銭オ荷ぞめ暮
ぱべねもづァ＼二人らヴΔニよ竿護者も認�ァイぴ＼ヴΔ
ァびΔミセ〜


ニら再ろ施設ゅ送ァイむぱ�だ〜ヴΔニオ取ア戻びべ�＼
／同ひどナゼめぜィねもオ羽ぱ
二人ら裁判ゅ臨�決心オびィ〜


む検事局め弁護士もぱむ働どン【
／血らまやてァやどむ�＼法て許はやどむ�＼寄跡的ゅ出
Δ〜Ｍ人ら程やどぱむッホロΔ
廻ぞ深ぞ握情め結りイィ33人〜見返アオ求�ぴ＼べぺ握び
もやィ〜  ぜィ日＼Δミセよズ
ィ人オ守ィべ�ゅ〜／／／／／／／／／／／／／／／


ョ【�よ隣よ部乙ゅ住�ヘゾΜ
／僕べほら忘イやぞ〜�ぽづアも空ぞべ心よ穴て握め満べ
症よ少年ヴΔニて＼母親て薬物所持め逮捕はイべべ�＼強
はイべ日」―〜≧公凱時よニリ【™ア∞／／／／／／KK..TT..

☆おすすめ

☆

材

食欲よ秋ゅ続で÷＊�食欲よ冬�＠



料（４人分）

☆緩理穎養士／中原まづは☆



134kcal（１人分）

調理時間 約25分

／ ねイづァよ季節べぽゑア食
んべぞよて＼冬て旬よ根菜類〜
パ【ョ【めら年中見づに�び
て＼穎養素てリ【デゅやィよ
らねよ季節〜


の�だ＼ゅカひカ＼はま�ぞ
�＼里引＼大根やゃよ根菜類
ら＼勘はめ看�て増ぱむぞで
�び〜


ねイら勘はづァ身オ守
ィべ�ゅ＼水分オ減ァ
ぱむ糖度オ高どびィね
もめ野菜て凍アゅどど
はふむぞ�び〜例ぢり＼大根ら上部よ看�て強ぞめ
びて＼地面ゅ近ぞ�ゃ＼崖部よ気仮よ洩響オ受に�
びぞべ�もはイむぞ�び〜


次よΕハリら＼根菜オべぽゑア使ぽべ豚汁めび〜体
オ中づァ仮�む＼勘ぞ冬�乗アでア�ぱ�だ〜



豚バラ薄切り肉

80g

大根

80g

里芋

80g

にんじん

40g

ごぼう

60g

こんにゃく

60g

ごま油

小さじ1

一番だし

600cc

合わせ味噌

32g

白ねぎ

20g

七味唐辛子

少々

＊作ア方＠


11.. 鍋ゅの�油オ熱ぱ豚ユΒ肉オぱぽづア香りぱど炒�ィ≧中
〜強箇33分∞〜


22.. 白ょと威崖よ野菜も価茹めぱべねカゅ�どオ入���イ＼全体
てぱカやアびィ�め炒�ィ〜


33.. 允番ぺぱオ家ぢむ強箇め煮立むむ＼ズデオ除でやてァ煮
込�≧沸騰後中箇77分程度∞〜


44.. 野菜ゅ箇て通ぽべァ＼ヲゾΔゅ入���イべ味噌ゅつ玉11杯程
度よ汁オ入���イむ溶でよりぱ＼ぷイオ鍋ゅ入���イ家熱びィ≧55
分程度∞〜


55.. 白ょとオ家ぢ＼箇オ止�ィ〜つ椀ゅ入���イ＼つ好�め七味
唐辛子オわィ〜


�具材オ初�ゅの�油めぱぽづア炒�ィれも手関めだ��
て増ぱ�び〜



RReecciippee  nnoo..3333／＊根菜べぽゑアよ豚汁＠


＊価準備＠


／豚ユΒ肉ら33㎘なァぞゅ切ィ〜大根＼里引＼ゅカひカら
ゼベ�ゾ切ア�半月切アゅびィ〜の�だら笹てでゅぱ＼水
ゅはァぱむつど〜ねカゅ�どら水づァ価茹めぱ＼短冊切ア
ゅびィ〜



／�5511号�めよBBaacckk  NNuummbbeerrオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜当宇ヱ【�ヰ【バめ�
BBaacckk  NNuummbbeerrオ見ィねもてめで�び〜


Star Wars Episode VII / The Force Awakens…coming in Dec. 18th 2015 !
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