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ご挨拶

ー

／発生づァ2年余アて経我ぱ�ぱべて＼新型ニΖムゾゼΔ
パよ今後ら誰ゅ�予想めでィ�よめらぜア�ふカ〜
／ぷカや中＼架ゅね�ぽむりづアぞィも£不以％£恐怖％
£落ほ込�％やゃよ烏性憾情て多どやア＼次第ゅ私べほよ
免閲力らヘゾΜぱむぞで�び〜免閲力オまにィ允番よ対策
ら＼ユΒΜパよ良ぞ食事オ摂ィねもめび〜
／今怪よつ料理Εハリめら＼仮づぞ鍋料理オ紹壊ぱむぞ�
び〜£©ぽどア％£でほカも食んィ％£体オ仮�ィ％ねも
め免閲力ズホロゅ繋ぬむ�むらぞづてめぱ�だづ〜

／勘はよ身ゅぱ�ィ季節もやア�ぱべ〜蟹は�ぞづてつ我
のぱめぱ�だづ〜
／相変ェァぴ新型ニΖムゾゼΔパよ話題ゅやぽむぱ�ぞ�
びて＼蛾て国めら＼現在よもねゥ憾染者数ら減少傾向オ見
ふむつア�び〜ΘデベΜ接種�進�＼ヴパデオ常ゅ着用び
ィ日本人よ几帳面や性獲て功オ奏ぱべも考ぢァイ�び〜
／ぱづぱ＼鴬米めら未ぺ憾染よ収束ら見ァイぴ＼�べ＼新
べや変違竃よ出現�ぜア＼蛾て国め�今後＼第6派到来よ
懸念ら拭ぢ�ふカ〜

／85個よアカのら＼入宇中よ慣者は��訪問診療はふむ
ぞべぺぞむぞィ方」を全むつ渡ぱめで�ぱべ〜アカのオ目
ゅぱべ瞬関�の自分よ手ゅ受に取ぽべ際見ァイべ笑企＼ぷ
ぱむ＼£ぜアてもだ％よ言葉オべどはカ頂戴ぞべぱ�ぱ
べ〜
／新型ニΖムゾゼΔパ憾染症再核大防止よ中＼�やとィ元
気オ頂で＼職�允同憾謝よ気持ほめ允杯めび〜

🍎 手作りのりんご85個 🍎
〜ありがとう〜
− 看護部長

大西直子 −

／11月＼色彩ぜわイィ紅葉よ美ぱはゅ心弾�季節＼四日
市農芸高校生滑福祉ニ【パ2年生…3年生よ蟹は�づァ85
個よ手作アアカのオ贈呈ぱむぞべぺで�ぱべ〜大小＼形ら
様」めびて＼れもまれもま額生よ方」よ想ぞて込�ァイむ
ぞ�ぱべ〜アカのら＼ッ【立むゅやぽむつア＼長寿よ伎
ぞ�込�む＼金よ亀�ッ【ゅやぽむぞ�び〜
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•

♠ 接遇研修に参加しました ♠
− 看護師

•

•

•

•

3. 身ぺぱや�‥つぱ�イら自分よべ�＼身ぺぱや�ら相

棚部由江 −

手よべ�＼人をよ心遣ぞ
4. 立ほ居振ィ舞ぞ‥相手オ尊重びィ姿勢�態度＼仕草／
つ辞儀ら腰づァ頭�め背筋オ�ぽびなよりび／／／／／／／
5. 言葉遣ぞ‥敬語ら潤褐油よ役恰オ珂べび／／／／／／
£つ手数めびて％£™ゥぱにイり％やゃよデホハ�Μ
言葉オ使だ／意頼びィ言ぞ方オ提偉びィ言ぞ方ゅびィ
≧∈∈ぱむどぺはぞ�∈∈ぱむどぺはぞ�びづ∞

／私べほ職�允人允人よ対殴て病宇よ評夏ゅまやてィ〜病
宇ゅつぞむ�＃接遇＆らもむ�大切めぜィも憾ひ�ぱべ〜
＃接遇＆もら＼＃つ�むやぱよ心＆オ持ぽむびィねも〜
／当宇ら£わイぜぞよ心め地稲壱療ゅまどび病宇％£ぞま
め�べ™アゅやィ病宇％£信頼はイ握はイィ病宇％オ壱療
理念もぱむ掲ぬむぞ�び〜今怪よ接遇研修オ通ぱむ＼壱療
従事者もぱむ知識�技術オ身ゅまにィぺにめやど＼相手よ
立場ゅ立ぽむ考ぢ＼相手オ思ぞ�ィ気持ほオ形ゅびィねも
て大切めぜィも額ろ�ぱべ〜

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

／研修ゅ参家ぱむ＼普段よ自分オ見直び™ぞ機廻ゅやア�
ぱべ〜忙ぱぞも気持ほゅ余裕てやどやア無表情ゅやぽむぞ
ィ™だゅ思ぞ�び〜笑企＼渥拶＼言葉遣ぞやゃ＼当べア前
よ™だめ継続びィ事ら難ぱど＼常日頃づァ維識ぱやてァ行
だ事て大切ぺも憾ひ�ぱべ〜
／�べ接遇ら＼慣者は�もの架族は�ぺにめやど＼職�同
士よ韓係ゅつぞむ�重要ぺも思ぞ�ぱべ〜笑企め渥拶びィ
事づァ宴褐やニヵ�メド【ハ�Μて始�ア�び〜
／＃ラバャパヴム【Ｐ原則＆オ維識ぱ＼笑企めよ渥拶オ続
にィ事づァ実践ぱべぞも思ぞ�び〜／

／ぷぱむ＼＃接遇＆よ嬉本もぱむ大切ぺもはイィ＃ラバャ
パヴム【5原則＆オ教ぢむぞべぺで�ぱべ〜

＃ラバャパヴム【5原則＆
•

•

•

•

1. 笑企‥目オ優ぱど＼口郭オ上ぬむ
2. 渥拶‥相手よ企オ見む＼笑企め明ィど元気や声め

❖

ポジショニング院内研修

− 介護福祉士

副主任

／研修ら摩擦�体綾分
散よ�ッメヒ�オ額ゐ
座額ぺにめらやど実際
ゅワホもンバハ�メ
Μトデホハ�Μオ用ぞ
むパプホル同士めンバ
ハ�メΜトよ事例オ慣
者役＼壊助者役も分イ
む体験ぱ�ぱべ〜
／実際ゅ体験びィねもめデホハ�
Μよ使ぞ方�除綾よ方法允まめ戒
適はて獲段ゅ変佳びィ事オ憾ひィ
ねもてめで�ぱべ〜
／�べ＼理額療法士＼薬剤師＼宇
長ゅ�参家ぱむ�ァぞ＼™ア理快
オ深�ィねもてめで�ぱべ〜
／今怪よ研修め額カぺ事オ日」慣
者は�も韓ェィ際ゅ滑づぱ＼以心

❖

三嶋孝幸 −

／高木病宇めら定棄的ゅ崖部™ア講師オ招ぞむ職�研修オ
行ぽむぞ�び〜今怪ら鈴鹿中旺総合病宇™ア褥瘡…排泄ド
ズ認定管護師よ松原明美はカゅ講義オ行ぽむ頂で�ぱべ〜
／ンバハ�メΜトもら
嬰動機能障概オ有びィ
者ゅ＼デホハ�Μ等オ
用ぞむ身体撹部よ相対
的や惟置韓係オ設定
ぱ＼目的ゅ適ぱべ姿勢
オ以全め戒適ゅ保持び
ィ事めび〜
／ンバハ�メΜトよ目的ら＼⑲褥瘡よ予防＼⑳摂食…嚥価
機能よ医持促進＼�呼吸…循監機能よ医持促進＼�筋緊張
よ翰和も韓節よ変形拘縮予防＼�以掛めΓΒホデパぱべ姿
勢よ提供等て挙ぬァイ�び〜戒適め以定ぱべ姿勢�滑動ぱ
�びぞ姿勢オ提供びィねもめ＼長棄餓床よ弊概オ予防…防
止ぱむぞどねもゅまやてア�び〜

憾も信頼オ提供めでィ療養監境オ整ぢむぞでべぞも思ぞ�
び〜
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ストレスのおはなし
ー

セルフケア

ー

〜 ストレスって？ 〜

〜 ストレスへの対処方法 〜

／パ�Εパもら＼崖部づァよは�ば�や刺激≧パ�Εホネ
【∞ゅ™ぽむ自分よ身体�心ゅ負嘩てづづア＼£歪�％て
生ひィねもオぞぞ�び〜 ぷイゅ™ア＼様」や
身体をよ不調オ™で起ねび原©ゅやィよめ
び〜
／パ�Εパ≧stress∞よ語源ら＼中世
よ言葉めぜィ＼£苦痛％�£苦悩％
オ維味びィ£distress％て短どやぽ
べ言葉もはイむぞ�び〜

／パ�Εパもぞだもャツマセレやゼ�【バてぜア�びて＼
パ�Εパぷよ�よて圧ぞェにめらぜア�ふカ〜パ�Εパも
ら＼缶単ゅ言ぢり£緊張％めび〜同ひ™だや状況ゅ対ぱむ
�緊張≧パ�Εパ∞オ負担ゅ思だづ＼達成憾�自信ゅ結ろ
まにィよづ＼捉ぢ方ら人ゅ™ア違やア�び〜
／�べ＼年齢�仕事よ経験年数＼周易よ監境やゃゅ™ぽむ
捉ぢ方ら変佳ぱ�び〜
パ�Εパ対処よ£ＮまよR％
／日頃づァ威価よ£ＮまよR％オ取ア入イィねもて＼パ�
Εパて™で起ねび病気よ予防ゅ�まやてア�び〜
1. Εパ�≧Rest∞‥休息＼休養＼睡眠〜
ヂΜもヂルオ切ア替ぢ＼休息オぱぽづア取ィねもて重
要めび〜�べ＼仕事中め�席オ立ぽむ歩ど＼ニ【ヨ【
オ院�やゃ＼疲労て蓄積びィ前ゅ維識ぱむ短ぞ休憩オ

〜 ストレスによる心身の反応 〜
／パ�Εパゅ™ィ反殴ら＼つつ�づゅ心理面＼身体面＼行
動面よ3まゅ分にィねもてめで�び〜心理面めよパ�Εパ
反殴ゅら＼不以�抑だま≧気分よ落ほ込�‖興味…韓心よ
低価∞＼ゼΒゼΒ＼維欲よ低価＼集中力よ低価やゃてぜア
�び〜
／身体面めよパ�Εパ反殴ゅら＼入眠障概≧寝付でて圧
ぞ∞�中途較醒≧夜中ゅ目て較�ィ∞やゃよ不眠＼胃疲労
憾＼頭痛�肩ねア＼腰痛＼目よ疲イ＼��
ぞ�動悸＼腹痛＼食欲低価＼便秘�価痢や
ゃは�ば�や症状てぜア�び〜
／�べ＼行動面めよパ�Εパ反殴ゅら＼院
酒量�喫苑量よ増家＼食欲亢進≧ッ喰
ぞ∞＼れでね�ア＼欠勤�遅刻よ増家＼仕
事めよヵパ�ヨ�Γュホ�よ増家やゃてぜ
ア�び〜

取ィねも�効珂てぜア�び〜
2. ΕデΓダ【ハ�Μ≧Recreation∞‥嬰動�旅行＼ツ【
ミメΜトよ™だや趣味…娯掛�気晴ァぱ〜
1週関ゅ1時関程度め�ΕデΓダ【ハ�Μよ時関オ取ア
入イィねもめ日」よパ�Εパづァ維識オぷァふィ™だ
ゅ心�に�ぱ�だ〜
3. ΓΒホデパ≧Relax∞‥パ�Εホベ＼瞑想�伽掛＼ズ
ΖヴビΒリ【やゃよΓΒデピ【ハ�Μ〜
呼吸オ落ほ着づふべア＼筋肉よ緊張オ快どやゃよ精神
オ以定はふィΓΒデピ【ハ�Μ方法オ取ア入イ�ぱ�
だ〜�べ＼架族�親ぱぞ友人もよ団ァカやゃ＼緊張オ
快で�なび時関オ持まねも�大切めび〜

☆おすすめCINEMA☆

べ動雅て核散はイべねもて原©めッ【Δら店オ快雇はイ＼
他よΕパ�ΒΜづァ�採用オ断ァイむぱ�だ〜失維よッ【
Δゅ同情ぱべ元妻よ提偉め＼彼ら息子よョ【ハ【オ連イむ
故郷めぜィヴゼズヵオ訪イィ〜ぷねめッ【Δらヅ�【ユネ
Μゼホベよ美味ぱはオ知ア＼ねイオル【�Βホデめ遺
動販売ぱむぞどねもオ思ぞまど〜元妻よ元夫づァ中古よ
ル【�Βホデオ�ァぞ受にべッ【Δら＼元同僚よヴ【
マセΜ＼息子よョ【ハ【オ巌�べ三人めル【�Βホデよ
永業オ凱始びィ〜
／ッ【Δよ作ィヅ�【ユネΜゼホベらべほ�ほ評判ゅや
ア＼ぷよ叡らSNSめ瞬ど関ゅ広�ぽむぞぽべ〜ヴゼズヵづ
ァメ�【ヂΓΜヒ＼ΖネΜピΔパをも旅オ続にやてァ＼本
当ゅ大切や�よら可づオ知ィ〜
／＃得維や料理めつ客はカオ笑企ゅびィねもてョョゅもぽ
む最高よ基ろぺ〜つ前ゅぷイオ伝ぢべぞカぺ〜＆÷料理ぱ
づ取ア柄よやぞ父親もSNSオ巧�ゅ操ィ息子もよ親子よ繋
てアて心ゅ響ど作品めび〜／／／／／／／／／／／／K.T

『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』
Chef 2014年 アメリカ映画
／ΖネΜピΔパよ允流Εパ�Β
Μめ総料理長オ務�ィッ【Δ
ら＼大物料理評論架よ来店ゅ自
ァよ創作料理め挑�だもびィ
て＼ヂ【ム【づァらヂ【フホ
デパや�メ�【オ出び™だ指示
はイィ〜
／ぱづぱ＼評論架づァ料理オ酷
評はイむぱ�だ〜ッ【Δら
twitterめ口往ど反論ぱむ縁上ぱ
べだぢ＼再度来店ぱべ評論架ゅ

•

怒アオ爆発はふむぱ�だ〜ぷよ後＼事よ允部始終オ撮洩ぱ
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＄もだてァぱ¢
／体オ仮�血越循監オ良どぱ＼新陳代謝オ促進びィ

★ 鍋料理で温まって 免疫力アップ！ ★
ー

管理栄養士

中原つかさ

ー

Recipe no.45
＊元力士よ作ィ味噌ほ�カね＠

／冬ら体て冷ぢむぱ�ぞてほめび〜体仮て0.5
度価てィも免閲力ら30�威上�低価びィもぞ
だ研究報告�ぜィ�ゃめ＼体仮て価てィも免
閲力て低価ぱむぱ�だよめび〜冷ぢて気ゅやィ
™だや時ゅら＼体オ仮�ィ働でよぜィ鍋料理て
ヂパパ�めび〜

材料（1人分）

619kcal／1人分

調理時間 約30分

／�鍋料理ら仮づぞねもらねほ
ゥカよねも＼使ェイィ食材ゅら
穎養夏て高どむ＼免閲力オ高�ィ
�よてべどはカぜア�び〜
＄大根¢
／白ぞ部分らラプヵΜCて多ど＼
亥粘膜オ修復びィ作用てぜア＼
葉ぽるらッΖベΜて豊富
＄白菜¢
／ラプヵΜC…ヵャΒΔ…食物繊医＼
びんむて豊富や最強よ食材
＄づゐ¢
／白ぞ部分ら消佳酵素て巌�イむぞィよめ亥ゅ優ぱど＼
葉ぽるゅらッΓゾ�て豊富
＄ょと¢
／疲労怪復ゅ役立まラプヵΜBて豊富め＼辛味成分ら体オ
仮�ィ作用てぜィ
＄でよね¢
／免閲機能オ高�ィラプヵΜDて豊富

豚バラスライス

400g

ウインナー

8本

キャベツ

1/2玉

長ねぎ

1束

大根

1/4本

人参

1/2本

えのき

1袋

しめじ

1袋

にら

1束

油揚げ

2枚

豆腐

1丁
【

スープ

】

水

1ℓ

しょうゆ

大さじ4

だし入りみそ

大さじ4

牛乳

100㎖

味の素

大さじ1

しょうが

にんにく

※桃屋キムチの素

少々
大さじ1〜

＊作ア方＠
1.
2.
3.
4.

具材オつ好�よ大ではゅ切ィ〜
大根＼人参ら価茹めぱむつど〜
パ【ロオ大で�よ鍋ゅ入イ＼煮べむィ〜
具材オぞイ＼再ろ煮立べふィ≧色™ど仕上ぬィべ�ゅ
煮ぢゅどぞ�よづァ順ゅ入イィ◇根菜類づァ入イ＼で
よね�葉ぽる�よら後ゅ∞〜
5. 仕上ぬゅつ好�めヅ�ベよ素オ入イ＼味オ調ぢィ〜

／�具材よ穎養素て溶に出ぱむぞィ汁ねぷ穎養よ宝庫め
び〜汁�べどはカ院カめ＼免閲力オ高��ぱ�だ〜ぷぱ
む＼具材�汁ぺにめやど＼薬味�免閲力オ上ぬ�び〜
＄ぱ�だて¢
／冷ぢ症�風邪よ初棄症状よ翰和ゅ効珂
＄ゅカゅど¢
／抗ユデマΓズ作用やゃ＼免閲力オ高�ィ効珂

／第68号＼ぞづてめぱべめぱ�だづ〜四日市農芸高校生滑福祉ニ【パよ額生はカゅぞべぺ
ぞべ想ぞよね�ぽべ85個よアカのら＼慣者は�＼ぷぱむ私べほをよ心よ癒ぱゅやア�ぱ
べ〜本当ゅぜアてもだのばぞ�ぱべ〜
／勘ぞ冬てぺカぺカも近みぞむで�ぱべ〜気仮て価てィも従来よづぶ�亥腸づぶ�増ぢむ
ぞで�び〜崖出時ら暖づぞ服装め＼時ゅら体オ動づぱ＼仮づぞ食事オ摂アやてァ＼体調緩
理ゅ十分気オまにつ我のぱどぺはぞ〜／
�67号�めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜
当宇ヱ【�ヰ【バめ�Back Numberオ見ィねもてめで�び〜
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