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お問い合わせ
ご連絡電話番号096-232-5656 サンライズヒル介護老人

保健施設

通所リハビリテーション、入所、カルチャー、ボランティア担当

支援相談員　山口 まで

「個人情報保護について」サンライズヒルでは、ご利用者様・その他の関係者様に関しての個人情報に関連する法令の遵守に取り組んでいます。

社会医療法人社団熊本丸田会
　熊本整形外科病院
　熊本リハビリテーション病院
　南郷谷整形外科医院
　介護老人保健施設サンライズヒル
　訪問看護ステーションひまわり
　指定居宅介護支援事業所サンライズヒル
　菊池地域リハビテーション広域支援センター
　通所リハビリテーション熊リハ病院

　2012年世間では様々な出来事がありました。ロンドンオリンピック、金環日食、マヤの人類滅亡説な
んて物もありました。その中でも日本人が最も記憶に残った出来事は山中教授がiPS細胞開発でノーベル
賞を取ったことだそうです。皆様の2012年の最も記憶に残った出来事は何ですか？私は先輩の結婚式で
女装して踊ったことです。2013年もどんな年になるのか楽しみです。今年が皆さまにとって素晴らしい
年になりますように!!� （リハ科：村川）

　今回ご紹介させていただくゲスト様は、新宅八重子様です。新宅様は、大正8年5月2日にお生まれで、今
年94歳になられます。
　33歳の時に、ご主人が病気で他界。その後、１男5女の6人の子供さんを女手一つで育てられました。サ
ンライズヒルにご入所されてからは、アートフラワー、フラワーアレンジメント、陶芸と様々なカルチャー
に参加されています。居室には自作の作品がたくさん飾られており、私達の目を楽しませてくれます。
　今年の抱負は、皆様に迷惑を掛けないよう、元気で過ごしたいとの事。
　いつも朗らかで、他のゲスト様や職員にまで思いやる心を大切にされている新宅様。
そんな新宅様が、充実した日々を送っていただけるように、私達もサポート出来ればと思います。�
� （看護介護部：志賀）
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サンライズヒルNews
　　　　　　　　　�　新年明けましておめでとうございます。昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申

し上げます。
　サンライズヒルでは、ゲストの皆様と新しい年のお祝いを致しました。東日本大震災の痛手が続く中、
昨年は7月の九州北部豪雨と自然の猛威にさらされ、今も多くの方が復興の途中におられます。世界に目を
向けても各地で政治・経済・歴史問題など重大な課題が山積しダイナミックな動きが続いています。
　そういう中、穏やかな日の光が降り注ぐ食堂ホールで　神主様に祝詞を唱えていただき神様に一年の無
事と健康を皆で祈願することが出来たことは本当に有難い事だと感じました。
　本年もスタッフ一同、ゲスト・ご家族・地域の皆様に喜んでいただけるよう、誠心誠意精進してまいる
所存でございます。何とぞご支援、ご協力賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。

（施設長：森岡由紀）

ご挨拶

　1月12日（土）新年会が行われまし
た。昨年に引き続き健軍神社様に健康長
寿祈願のご祈祷をいただきました。ご祈
祷のあと獅子舞、肥後ちょんかけ独楽の
出し物や年男、年女ゲストのご紹介、お
みくじ引きやお年賀渡しなどで大いに盛
り上がりました。また最後は全員で一月
一日などを合唱し、楽しんでいただきま
した。
　今年も健康で笑顔あふれる一年であり
ますようにお祈り申し上げます。

（看護介護部：後藤信哉）

新年会

　１月９日（水）、３名のゲスト様と
一緒に健軍神社へ初詣に行ってきまし
た。風は冷たいものの天気もよく絶好
の初詣日和でした。健軍神社について
からはお清めを済ませた後、皆さん真
剣な面持で参拝しておられました。そ
の後はお御籤を引かれたり、奥様やお
嫁様へのプレゼントとしてお守りを購
入されていました。ご家族の事を想
い、お守りを選ばれている優しい横顔
がとても印象的でした。今年もゲスト
の皆さんにとって健康で楽しい一年に
なりますように。

（看護介護部：前澤）

＊ * ＊ * ＊ * ＊ * ＊外出レク＊ * ＊ * ＊ * ＊ * ＊
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新 職 員
紹 介 名     前

①誕��生��日
②趣　　味
③座右の銘

人

  初心を忘れず
　私は最近ありがたい事に結婚式に数多く招かれている。
　年も50を越えるとなかなかおめでたい席への出席には縁がなくなるものかと思っていたが、幸せな事に色々な方たちの
門出の場に招かれている。そこには、色々な人のお話を聞かせて頂いたり、新郎新婦の知られざる素顔を知る事もある。
　笑あり涙ありで、本当に充実した時間をすごさせていただいているわけだが、自分にもこんな時期があったのか？と振
り返って思い出してみると、今では忘れてしまった色々な思いがあり、今の自分と比較して、自分が至らないことなどを
思いしらされる事が多い。そんな、おめでたい門出の席で、初心を振り返るチャンスをもらっている事に対する感謝の気
持ちと、前向きな気持ちで努力を惜しまない事を再認識し、ことに当たらなければと考える次第である。

����（事務部：西村）

野尻　道朗
①昭和24年2月2日
②花作り
�（植木の手入れ）
③職務遂行

通所リハ科

上村　芳臣
①昭和33年1月24日
②料理
③�目標を持って毎日
進む

栄養科

築島　由依
①昭和60年5月17日
②�バレー、
　スノーボード
③笑顔

看護介護部

井島　由衣
①昭和62年3月2日
②お菓子づくり
③有言実行

看護介護部

福田　　剛
①昭和44年8月4日
②読書
③�全ての人に対し優
しく

看護介護部

　11月27日（火）再春館製薬の第19回サンクスイルミネーション2012に
参加して250万球以上のイルミネーションを見物してきました。
　ゆめの国のように光いっぱいで、車内
は皆の驚きと、笑顔であふれていまし
た。ゲストの皆様もまた来年も行きたい
と言われ大変満足されていました。

（看護介護部：豊川）

イルミネーション見物

飾り餅作り ＊ * ＊ *
　12月31日（月）、レクリエーションの一環として二階食堂で新年の鏡餅のお飾りをしました。
　皆様慣れた手付きで、時にはゲスト様同士、各地の慣習や飾り方の違いなどを話し合い、ふるさとに想いを
馳せながらの作業で見事なお飾りとなりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　�（看護介護部：今丑）
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　12月19日（水）に当施設の職員を対象に口腔ケア勉強会を開催致しました。講師には、熊本リハビリテー
ション病院歯科口腔外科の辻友里先生をお迎えし、口腔ケアの基本的な知識についてご講義頂きました。
　内容は、まず口腔ケアの最大の目的は「歯垢(デンタルプラーク)」の除去であり、これは口腔内を清潔に
するだけでなく、歯や口の疾患を予防して口腔の機能を維持する事に繋がるとの事でした。また口腔ケアは
全身の健康状態との関連も大きく、誤嚥性肺炎や糖尿病、心臓病、認知症、低栄養等との関わりについても
分かりやすくご説明頂きました。そして口腔ケアの手順やポイント等についても、口の中で汚れやすい部位
や磨き残しやすい部位がある事や、歯磨きする箇所によってもそれぞれ磨き方のポイントがある事等、たく
さんの事を勉強させて頂きました。
　口の病気は全身の病気の発症や悪化に繋がる恐れもあるので、今回ご講義して頂いた内容を当施設の口腔
ケアシステムに活かせていけるよう努めていきたいと思います。� (リハ科：大崎)

◆◆◆◆◆◆ 口腔ケア勉強会 ◆◆◆◆◆◆

　平成24年10月27日（土）に吉永フラ・タヒチアンダンス
スクールの皆様による交流会が開催されました。施設でのタ
ヒチアンダンスの交流会は初めてで、まずは華やかでセク
シーな衣装に目を惹かれました。踊りが始まると、リズミカ
ルな音楽に合わせて腰や足を動かすハードな踊りに少し驚か
れながらもゲストの方からは「初めて見たよ。賑やかでよか
な〜！」との感想が聞かれました。今回は、4〜6歳ぐらいの
子供たちも参加しており、小さな身体を一生懸命動かしなが
ら大人と一緒に踊っている姿はとてもかわいらしく、微笑ま
しい光景でした。合間ではフラダンスの披露もあり、ゆるや
かな音楽と踊りに心地よい気分になりました。全部で8曲ほ
ど披露して頂き、南国の雰囲気を感じられるとても素敵な時
間を送ることができました。
　吉永フラ・タヒチアンダンススクールの皆さま有難うござ
いました。� （相談室：石飛）

タヒチアンダンス交流会

たつの音し子  クリスマスコンサート
〜いつもありがとうございます〜

　Ｈ24年12月24日（月）に今年4回目となる、たつの音し子コンサートが開催されました。今回も小さいお子さんから
大人のかたまで多くの方に来設いただきました。
　毎回レベルアップされる演奏にゲストの方も思いがけないクリスマスプレゼントを楽しんで頂き、アンコールまで含
めると9曲の演奏をしていただきました。毎回季節にマッチした選曲をしてもらってますが、今回はヴィヴァルディの
四季から冬を演奏していただき、とても素晴らしい演奏で有意義なひと時を提供していただきました。ありがとうござ
いました。� （事務部：西村）
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まごころレシピ

みんなの わ いつもお世話になってます。

第15回ジョイントコンサート出演
　12月1日（土）　菊陽町老人福祉センターにて第15回ジョイントコンサートが開催されました。
　多様な団体から歌、演奏、ダンスの披露がありました。サンライズヒルからも6名のゲストの方で構成された「フ
レッシュシンガーズ」が出演。平均年齢95歳の歌声を会場に響かせてきました。
　歌う前に代表の深野敏彦様が「毎年平均年齢を更新しています。来年も是非、元気に参加したい。」と挨拶をさ
れ、会場からは平均年齢の高さにどよめきがおきていました。「森へ行きましょう。」など3曲を熱唱。会場からは
温かい拍手を頂きました。また、来年も平均年齢をあげて参加したいと思います。　　　　　（社会福祉室：黒木）

　明けましておめでとうございます。今年の御節をご
紹介します。内容は、祝い肴三種（黒豆、田作り、数の
子）、口取り（紅白かまぼこ、伊達巻、昆布巻き、栗き
んとん）、紅白生酢、煮しめ五種、ホタテのクリーム和
え、鶏肉の曙焼き、海老の芝煮、牛肉の梅花巻き、きん
かん甘煮、サンライズ羊羹、干支かまぼこ、かにの甲
羅焼きなどです。それぞれには、長寿（海老）、皆の幸
せ（昆布巻き）、健康（黒豆）などのいわれがあります。
それらを願い手作りで作りました。今年も皆様が笑顔で
過ごせる一年になるといいですね。　�（栄養科：村山）

御　節

 研修報告認知症介護実践リーダー研修に参加して
　昨年11月に熊本県認知症介護実践リーダー研修があり参加させて頂きました。21年度にも実践研修があり、
その内容とは全くレベルの違いを実感しました。自分自身の認知症に関するスキルアップもできましたし、さら
にはスタッフの育成についても学ぶ事が出来ました。12月の暮れには今回の研修を生かすために当施設で認知症
をしっかり理解し、ご利用者の居場所作りを目的とした取り組みを実施しました。その取り組みの結果を１月に
発表させて頂き、無事研修を終了することができました。今回、自分の知識の足りなさを改めて実感した事と、
取り組みを終えて、認知症の高齢者にとって、まずは向き合い、話を傾聴すること、環境（建物の構造、設備、
人的、音など）を考えることでその人たちの居場所が出来ることを考えさせられました。
　今後、当施設で自分たちには何が出来るかを問いかけながら、安全、安心してご利用者が過ごしていけるよう
な施設作りを目指したいと思います。� （看護介護部：高橋）

　いつもフラワーアレンジメントをご利用頂きありがとうございます。『常に笑
顔で』をモットーに私自身も楽しみながら、レッスンをさせていただいておりま
す。はじめてお花に触れられる方、華道を経験された方も本当に笑顔で、お話し
しながら「今日はお花があるけん、きたとよぉ」など嬉しいお言葉をたくさん頂
いています。
　大学在学中の20歳の頃より花に携わり、フラワーデザイナーとして結婚式会場
の装飾や花嫁のブーケ制作、東海大学でも花の指導をおこなって
おり、現在は子飼で注文専門店として花屋を営んでおります。また、
今年の4月にはＮＰＯ法人を立ち上げ、《今までありそうでなかっ
た体験付貸し農園》をオープンする予定です。さらにたくさんの
方と出会い、皆様から多くのことを学びながらさらに成長してい
ければと心から思っています。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

（前田裕一：フラワーデザイナー）

感染症胃腸炎・ノロウイルスについて
　例年初冬から増加し始め12月頃にピークを迎え、細菌やウイルス・寄生虫が原因で、下痢や嘔吐を主症状とする感染
症です。乳幼児や高齢者は、脱水症状を起こしたり、吐いたものを誤嚥し肺炎を起こしたりすることがあります。
　感染経路は、吐物や便から人の手を介して感染したり、洗浄や消毒が不十分でウイルスが残った場合、乾燥して舞い
上がったウイルスが口に入ることで感染します（飛沫感染）。
　予防は石鹸を使用した十分な手洗いです。アルコール消毒は効果がありません。汚染した所を拭き取る際は、次亜塩
素酸ナトリウムが有効です。次亜塩素酸ナトリウムは市販の「家庭用塩素系漂白剤」にも含まれています。消毒液の作
り方をご紹介致しますので、使用してみて下さい。
　・拭き取り用は…水1000mlに対しペットボトルのキャップ１杯
　・浸け置き用は…水1000mlに対しペットボトルのキャップ５杯　で必要濃度が作れます。　（感染予防委員長：吉田）

感染症予防
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クリスマス・忘年会
　昨年12月25・26日に、クリスマス・忘年会を行いました。
　今年のクリスマス・忘年会の目玉は、菊陽町老人会の方に
よるサンフレンズ交流会でした。一時間があっという間に感
じられる程の活気溢れる歌と踊りで忘年会に華を添えてく
ださいました。ゲストの中には、ご近所さんが来られるとい
う事で、始まる前からまるで自分の事のようにそわそわされ
ている方もおられました。その後もゲストとの交流もあり、
手作りのプレゼントも頂き、突然のサンタクロースの登場に
とっても嬉しい気持ちになりました。サンフレンズの皆様、
本当に有難うございました。今年も宜しくお願い致します！
　その後も催しは続き、サンライズLSA（職員バンド）に
よるクリスマスコンサートを行いました。今回はゲストの
皆様に鈴演奏で参加して頂いたのですが、皆様が奏でる鈴
の響きはクリスマスの雰囲気をより一層感じさせる演出に
なりました！これからも恒例行事になると嬉しいです。
　会の締めとして、レクリエーションで優秀な成績を収め
た方の表彰式も行われ、例年になく賑やかな忘年会となり
ました！皆様の笑顔が拝見できて、私達も良い一年の締め
くくりになりました。改めて、感謝申し上げます。

（通所：岩崎）

通所リハビリテーション通信
外出企画「晩秋・初冬を感じて」
　10月の終わりと11月初めの2日間、肌寒さを感じつつ
冬支度の阿蘇から俵山へと外出をしました。ゲストの皆様
は寒さ対策として帽子やマフラーを新調され、洋服もたく
さん着込んでワクワクしながら出かけておられました。お
陰様で天気にも恵まれ、車の中はとても快適で、体調を崩
されることなく楽しい旅が出来ました。阿蘇では阿蘇大
橋を眺め、寒さに耐えながらも「こんなところへは来た
ことない！」「やっぱり外はいいね。」との言葉が口々
に・・・。冬の阿蘇を十分に満喫されたようでした。また
俵山では「あんまり外に出ないから」とご家族へのお土産
を熱心に選ばれたり普段にはない笑顔を見せて頂きまし
た。外出企画をしてよかった(*^_^*)と私達も自然と笑顔
になりました。
　後日、参加されたゲストの御家族より「外出とても楽し
かったそうです。買物した大根とそば粉、早速料理しま
した。大根は酢の物、そば粉は団子汁にして、美味しいと
言って父は喜んで食べました。」とのお言葉も頂戴致しま
した。他にも「おじいちゃんは煎餅が大好き。大好きな煎
餅が買えて嬉しかったね！」というご家族との会話を聞く
ことが出来て、私たちも嬉しい気持ちで一杯になりまし
た。参加者の皆様からは、秋から冬への季節の変化を肌で
感じたと好評を頂きました。今年も色々な企画をしていき
ます。皆様のご参加をお待ちしております。

（通所：堤・吉田）�
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餅つき
　毎年恒例になっております餅つきを12月28日（月）
に行いました。たくさんのゲストの方に参加して頂
き、美味しいお餅・可愛らしい鏡餅が出来ました。
「皆様が良い年を迎えられるように」と願いを込めて
作られている姿が印象的でした。本年もどうぞ宜しく
お願い致します。� （通所：高尾）

新年会
　毎年恒例となっております「通所新年会」を１
月8日（火）、9日（水）に開催致しました。
　午前中の「福笑い」では、ゲストの優しい笑顔
につつまれ、午後からの職員による「二人羽織」
では、職員の真剣？な姿にゲストの皆様の熱い声
援と歓声が響き渡り「年の初めの初笑い・・・」
のとても良い新年の幕開けとなりました。
　新年の宴では、通所ゲストの竹浦守廣様、安尾
國子様に乾杯の音頭をとって頂き「今年１年みん
なで元気に頑張りましょう。」と力強いご発声を
頂きました。
　今年も１年健康で過ごせますようにお祈りし、
ゲストの皆様も今年１年の始まりに最高のスター
トになったのではないかと思います。

（通所：山本）


