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ご挨拶

ー

ら＼パプホル同士て交流びィ貴重や機廻めぱべて＼未ぺ新
型ニΖムゾゼΔパて核大びィ中＼ねよ™だや廻オ凱催びィ
よら困難や状況めび〜
／ぷカや中＼相手ゅ対びィ心遣ぞ＼思ぞIアオ持まねも
ら＼つ互ぞよニヵµメド【ハ¹Μよ上め非常ゅ大切やねも
めび〜
／相手よ話オひぽどアも聞で＼時関オづ
にむ理快びィねもて＼信頼はイィ壱療＼
管護＼壊護ゅ繋てィよぺも思ぞ6び〜

／紅葉よ美ぱぞ季節もやア6ぱべ〜蟹は6ぞづてつ我のぱ
めぱ•だづ〜
／相変ェァぴ新型ニΖムゾゼΔパて猛畏オわィぽむぞ6
び〜社廻経済滑動よ再凱ゅ™ア＼ねイづァらゾゼΔパもよ
共存よ中め生滑ふばィオ得やぞ状況めび〜ぱづぱ＼威前ゅ
比ん人も人もよニヵµメド【ハ¹Μら忌薄ゅやア＼相手よ
気持ほオ思ぞIィ本来よ日本人よ心て失ェイむぞィ™だゅ
憾ひ6び〜今6め当べア前よ™だゅ行ェイむでべ忘年廻I
漢迎廻〜当宇よ™だやベ【ÊΘ【デて重要視はイィ現場め

◆ 外壁改修工事完了しました ◆
／9月初%＼足場て取ア崖はイ＼佳粧直ぱはイべ崖壁て現
イ6ぱべ〜
／5月づァ始6ぽべ24年ゐアよ崖壁魁修工事て™だIど終
了ぱ6ぱべ〜来宇はイべ慣者は6づァ£ヅΕゼゅやぽべ
ょ【％もつ褒%よ言葉オ頂ぞべアびィも＼本当ゅ岐ぱどや
ア6び〜
／今後ら内装部分よ魁修n順次行ぽむぞど予定めび〜現在
よ建物オ大事ゅzΜマムΜパぱやてァ＼信頼はイィ壱療オ
提供めでィ™だ精進ぱむ6ぞア6び。

1

TAKAGI HOSPITAL NEWS

♠ 消防訓練 ♠
− 災害対策委員

看護師

野田可奈子 −

／10月12日ゅ＼宇内よ消防訓練オ実施ぱ6ぱべ〜毎年
行ぽむぞ6びて＼今年ら新入職ýよ方ゅnべどはカ参家ぱ
む頂で＼箇災発生時よ対殴ゅまぞむ共有びィねもてめで6
ぱべ〜
／今怪ら3劾病棟めよ箇災発生オ想定ぱ＼実際ゅ箇災報知
機オ作動はふ消防署をよ通報訓練n行ぞ6ぱべ〜通報よ際
ゅら消箇よ状況I慣者様…職ýよ以否やゃ角認事項n多
ど＼緊急時ゅ冷静や判断て求%ァイィねもオ再認識ぱ＼日
頃づァ準備ぱむつど大切はオ憾ひむぞ6び〜
／パHΕホベI【I担禍オ使用ぱべ搬送訓練めら＼担禍オ
凱ど際ゅ予想™アn力て必要ぺぽべもぞだ維見nぜア＼実
際ゅIぽむUやぞもェづァやぞ注維点n発見びィねもてめ
で6ぱべ〜消箇奇I消箇栓らぞばもぞだ時ゅびなゅ使用め
でィ™だ＼実際ゅ設置はイむぞ
ィ場所オΒゾΜぱ＼的オ使ぽ
べ消箇奇めよ消箇訓練n行やぞ
6ぱべ〜
／今後n入宇慣者は6＼通宇慣
者は6ゅ以心ぱむ当宇オの利用
ぞべぺにィ™だ＼パプホル允人
允人て防災維識オ持ぽむ日」よ
業務ゅ取ア組カめ参アべぞも思
ぞ6び〜

❖

長寿の想い

敬老の日のお花

− 看護部長

／慣者は6よ笑企I＼漢声ゅ胸て熱どやア＼長寿ゅまぞむ
語ィねもてめで6ぱべ〜職ý允同＼憾謝よ気持ほめぞぽる
ぞめび〜ぜアてもだのばぞ6ぱべ〜

❖

大西直子 −

／9月15日敬老よ日＼昨年ゅ™で続で＼四日市農芸高校／
生滑福祉ニ【パよ蟹は6ゅ™ア作成はイべつ菓も亀はカて
当宇ゅ届で6ぱべ〜入宇慣者は6よワホネゼI訪問診
療オ行ぽむぞィ慣者は6ゅつ渡ぱむ＼長寿よつ祝ぞオびィ
ねもてめで6ぱべ〜額生よ蟹は6よ仮づやつ気持ほて伝
ェぽむ6ぞア6ぱべ〜
／威価ゅ額生よ蟹は6づァ頂ぞべzホビ【バオの紹壊はふ
む頂で6び〜
＃だゥね影て秋空ゅ瑛ぢィねゥもやア6ぱべ〜蟹は6つ変
ェアのばぞ6ふカめぱ•だづ〜ねカゅほら＼四日市農芸高
校／生滑福祉ニ【パめび〜今年n健Iづゅ敬老よ日オ迎ぢ
ァイべねも＼農芸生允同＼岐ぱど思ぽむつア6び〜つ部乙
よ中て明ィどやィ™だゅ今年らでイぞやつ菓オつ贈アびィ
ねもゅぱ6ぱべ〜長寿よ想ぞオ込%む＼亀n折ア6ぱべ〜
基カめぞべぺにィも岐ぱぞめび〜
／時節柄＼思だ™だゅつ目ゅづづィねもてめで6ふカて＼
蟹様よの健勝もの多幸オ心™アつ祈ア申ぱ上ぬ6び〜
／／／／／／／四日市農芸高校／生滑福祉ニ【パ／允同＆
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人生100年時代、認知症のこと考えてみませんか？
− 認知症看護認定看護師

ぺゥだ〜ねよ™だゅ＃自分ぺぽべァ＆も考ぢィねもづァ始
%ィねもて＼認知症オ正ぱど理快びィねもゅ繋てィも思ぞ
6び〜
／6ぴら＼＃自分ぺぽべァ＆も考ぢィねもづァ始%むU6
ふカづ’

棚部由江 −

／厚生労働省ゅ™ィも＼2021年よ日本人よ平均寿命ら＼
女性て87.57歳＼男性て81.47歳もやア6ぱべ〜新型ニΖ
ムゾゼΔパ流行よ洩響め10年ゐアゅ前年オ価怪ぽむぞ6
びて＼今後n平均寿命ら演ろィも予測はイむぞ6び〜
／寿命て演ろィねもめ長寿者n増家ぱむぞ6び〜老人福祉
法て制定はイべ1963年ゅら100歳威上よ高齢者よ数ら全
国め153人めぱべ〜
／1981年ゅら1000人オ超ぢ＼1998
年ゅ1万人オ突破ぱ＼2022年9月時点
め＼前年™ア4016人増ぢ＼9万526人
も52年連続め我去最高オ更新ぱむぞ
6び〜
／高齢佳て進Ëゅまイむ＼ェて国よ認
知症よ有病率ら増家よ允途オべゃぽむ
ぞ6び〜2012年よ認知症高齢者数ら
約462万人＼2025年ゅら＼700万人ゅ
やィも推計はイむぞ6び≧図Ｌ∞〜
／年齢オ重ょィのもゅ認知症めぜィ人
よ恰合ら高どやア6び〜80歳台後半
め約4恰＼90歳台前半め6恰＼90歳台
後半め約8恰よ人て認知症ゅやィも言
ェイむぞ6び≧図2∞〜
／平均寿命て80歳オ超ぢィ超高齢社廻よェて国めら＼認
知症ら誰nてやィ寡能性よぜィ身近や存在めび〜
／認知症ら＼正ぱど知ぽむぷよ人もよ付で合ぞ方オ知ィ事
て大切めび〜nぱ自分て認知症ゅやぽべァ＼ゃだ受に止%
ィぺゥだ〜ゃだぱべぞぺゥだ〜ゃカや風ゅはイべァ岐ぱぞ

℃図1￥

℃図2￥

ぞΖゼて抱ぢィ心よ轄藤オ見抜ど〜ΖゼnルΕホよ
何Iづや人柄オ慕ぞ＼Iてむ二人ら公私ゅェべぽむ交流オ
深%むぞど〜
／雑誌£ダパデスゼズ％ゅ掲載はイべ記事オ嬉ゅ＼ズzΓ
ッよ長寿番組よ名物司廻者も雑誌記者よ交流オ描ぞべ伝記
Βヴ〜実在よ人気司廻者ルΕホオHÊ…ュΜデパて猿
ひ＼第92怪ズッミヵ【賞助猿男優賞ゅヤヵャ【Hはイ6
ぱべ〜
／大人ゅやぽむn上手どぞづやぞねもらぜィ〜人生ら痛U
づァ快放はイィねもらやぞ〜めn自分I他人オ傷まにィね
もやど痛Uづァ快放はイィねもらめでィづnぱイやぞ〜
／親も子よ角執てェぴづ1分関よ廻話め自分オ握ぱ培ぽむ
どイべ人」よねもオ思ぞ出ぱ＼和快ゅ変ェぽむぞど〜

☆おすすめDJOFNB☆
『幸せへのまわり道』 A Beautiful Day in
the Neighborhood 2019年 アメリカ映画
／雑誌記者よΖゼ…ヲ【ナΔ
(ヴハµ【…Γパ)ら姉よ結婚式
め長ァど疎汚ぺぽべ父バタΓ【
(デΓパ…デ【ョ【)も再廻びィ
て＼架庭オやぞてぱゥゅぱ自分
べほオ捨むべ父オぞ6ぺゅ許ふ
ぴ＼鬱屈(だぽどま)ぱべ思ぞオ
抱ぢむぞべ〜
／Ζゼら取材よべ%子供向に
番組よ人気司廻者ルΕホ…Ζ
バI【パ(HÊ…ュΜデパ)オ訪

／最後よリズヤ猿奏よハ【Μて心ゅ響で6び〜／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／K.T

ょべ〜ルΕホら廻ぽむ関nや
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＊ 冬の誘惑にご注意！ ＊
ー

管理栄養士

中原つかさ

材料（5人分） 351kcal／1人分
塩分1.8g／1人分

ー

調理時間 約30分（一晩おく時間を除く）

／毎年＼年末年始ゅやィも体重てだやとよTアゅや
ィ方n多ぞよめらやぞめぱ•だづ’冬らデΓパヴ
パ＼つ正月もゼワΜHてべどはカぜア＼まぞ食ん
我とむぱ6だ季節めびょ〜蛾て架ら＼毎年つ餅まで
オびィよめ＼つ餅て大好でめ＼食ん我とむぱ6ぞ6
び〜
／ぷねめ＼＃つ餅ら血糖て上てアIびぞ“食ん我とゅ注
維“＆よつ話オ缶単ゅ6も%むU6ぱべ〜
／つ米≧だィほ米∞Iつ餅≧nほ米∞やゃよめカゑカら＼
﹅

﹅

﹅

鶏肉（もも肉またはむね肉）
プレーンヨーグルト

大さじ2

玉ねぎのみじん切り

1個

にんにくのみじん切り（チューブ可）

1かけ

しょうがのすりおろし（チューブ可）

小さじ1

サラダ油（炒め用）

大さじ1

水

200㎖

カットトマト缶

1缶

固形コンソメ（顆粒コンソメ）

1個（小さじ2）

バター

40g

砂糖

大さじ1と1/2

しょうゆ

大さじ1

みりん

大さじ1

塩

小さじ1

ソース

小さじ1

カレー粉

小さじ1

生クリーム（牛乳でも可）

大さじ3

ゐゃだ糖て連やぽべ形オぱむぞ6び〜連やア方ゅら2種類

=

200g

カレー粉

﹅

ぜア＼食憾I性質ゅ磯ぞてぜア6び〜
／めカゑカら£ズヵΖ【パ％も£ズヵΖヰデベΜ％もぞだ
成分め構成はイむぞ6び〜ズヵΖ【パら消佳はイIびど＼
ぷよべ%ズヵΖ【パて100h
め構成はイィnほ米らつ米ゅ
比んむ消佳はイIびど＼食後
よ血糖値て急激ゅ上昇ぱIび
ぞよめび〜ねイてまぞべどは
カ食んむぱ6だ要©やよめ
び〜普段の飯≧150g∞オ食んむぞィ人ら切ア餅≧54g∞
やァ2個て目以めび〜

2枚

＊作ア方＠
1. 鶏肉ら食んIびぞ大ではゅ切ィ〜ンΓ袋ゅ∪よ鶏肉も
ロΕ【ΜΑ【トΔHもッΕ【粉オ入イ＼™ど揉U冷蔵
庫め3時関威上つど〜
2. 鍋ゅネΒヘ油もゅカゅどよUひカ切ア＼ぱ•だてびア
つゥぱオ入イ＼弱箇め香アオ立べふべァ＼べ6ょとよ
Uひカ切アオ家ぢむ弱箇め3分炒%ィ〜
3. ∪よ調味料オ家ぢむ™ど混ぶ＼中箇め5分煮込Ë≧煮
込カめづァレΕΜヘ【めや%ァづゅぱむn™ぞ∞〜
4. 1.よ鶏肉オロΕ【ΜΑ【トΔHのも家ぢむ™ど混ぶ＼
弱箇め20分煮込Ë〜
5. 生デΓ【Êオ家ぢむ™ど混ぶ＼れも煮立ほぱべァ出来
上てア〜

○2

Recipe no.48
＊ヴゼΔめ食ん5びぞユプ【ベヅΜッΕ【＠

•ニボもンゼΜH
煮込Ëもでら弱箇め＼鶏肉ヱΖヱΖ＼允晩つどよてつ薦%
めび〜程™どHΖΓもやア6び™〜

／£高木病宇ぺ™ア％第71号＼ぞづてめぱべめぱ•だづ〜
前号ゅ続で認知症管護認定管護師よ棚部はカゅ™ィ＃認知症ハΓ【ヒ＆〜将来よ自分ゅ訪イィづn知イや
ぞ＃認知症＆÷正ぱど向で合だねもて非常ゅ大切めび〜今後n™で続で掲載予定めびよめの棄待どぺは
ぞ〜
／当宇めn人気よ夜勤者限定zメµ【よユプ【ベヅΜッΕ【＼当直壱よ先生方Iパプホルづァn大評判め
び〜蟹は6n允度つ試ぱどぺはぞ〜
／ぷイめら＼勘は対策オ十分ゅ＼ぷぱむつ体オ大切ゅ〜
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