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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
　菊池地域リハビリ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

　今年の熊本の夏は特別に暑かったように感じました。皆様は夏を乗りきることができ、無事にお盆を迎
えることはできたでしょうか。お盆過ぎてから最高気温が下がってきているようです。涼しくなる頃です
ので気温の変化が激しくなってくると思いますが、体調管理に気をつけて毎日の生活をお過ごしくださ
い。

（リハビリテーション科：坂田）

　今回ご紹介させていただくご利用者は冨野政宏様で
す。冨野様は大正４年６月18日生まれで、先日めでた
く100歳の誕生日を迎えられました。熊本農業高校を
卒業されたあとさつま芋作りを頑張られ、その後は息
子様ご夫婦と共にゴルフ練習場の経営もされていまし
た。
　100歳になった今でもご自分の足でしっかりと歩か
れ、通所リハでの立ち上がり訓練の時には1番大きな声
を出しながら頑張られる笑顔の素敵な方です。
　ご家族様も冨野様が元気で通所リハに通われていることをとても喜んでおられ、私達職員もご家族
様と協力しながら冨野様がいつまでも元気に過していけるよう尽力して行きたいと思っております。

（通所リハ：吉崎）
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７月24日（金）毎年恒例の“夏祭り”を無事開催することが出来ました。今年は例年以
上に長梅雨でしたが、当日は夏らしい強い日差しも戻っていました。今回は、夏祭り

に合わせて入所者有志一同による菊ちゃん体操を初めて披露させて頂きました。数カ月前からスタッフや
ビデオにて練習を重ねてきました。何か目標を持って頂くことの効果を期待してましたが、いつもより体
調不良を訴えられるお年寄りが少ない事に驚きました。これも体操の副産物と思われます。また、菊陽地
区からは“タヒチアンダンス”、大津地区からは“大津太鼓”さらに益城地区より“よさこい（小巻組）”の出し
物があり、子供から大人まで普段の練習成果を披露して頂き本当に楽しいひと時でした。今回の開催に当
たりまして後藤菊陽町長さんを始め、各機関や地域からの多数の御来院、ご家族、地域の方の多数の御参
加誠に有難うございました。また、来年も皆様で愉しんで頂けるよう企画していきたいと考えています。
	 （施設長：中村太造）

ご挨拶

サンライズヒルNews

　菊陽町の学生による福祉体験事業、ワークキャン
プが夏休み期間の８月４（火）、５日（水）に一泊二
日で開催されました。今年は菊陽中学校の3年生と武
蔵ヶ丘中学校の1年生、併せて20名の参加でした。内
容としましては、ご利用者の皆様との交流に始まり、
福祉用具の　勉強、一次救命処置講習からフェンスのペンキ塗り（！）まで、多岐に亘る内容を体験してもらい
ました。参加者からは「楽しかった」「来て良かった」という感想を聞けて、準備をした我々も安心しました。
利用者の皆様は「孫が出来た」等交流を喜ばれる方が大勢おられ、いつもとはまた違う表情を見せてくださった
のが印象的でした。参加者にとってこの二日間の経験が、将来福祉の仕事に就くきっかけになれば幸いです。

（社会福祉室：岩崎）

ジョリー音楽教室

ワークキャンプ

　７月４日（土）にジョリー音楽教室の皆さんが昨年11月以来、久々にお越しいただきまし
た。今回もマリンバ・ピアノの演奏と合唱を披露してくださいました。皆さん礼儀正しく、
演奏前後には、施設ご利用者にしっかりとしたご挨拶で、和やかな雰囲気の中多くの曲を披
露してくださいました。
すばらしい癒しのひと時をありがとうございました。またのご来設をお待ちしております。

（事務部：西村）

コ ラ ム
風呂を焚く

　父は、言った。「電気温水器は、まだ早い！」
　家庭用給湯器には、ガスや灯油、電気を使ったものがあり、技術の進歩はすさまじく、「高効率給湯
器」と呼ばれるものも現われ、広く普及し始めている。
　そんな中、我が家の主力は「薪」である。
　我が家の給湯器は「薪・灯油兼用」というもので、緊急時は薪でも沸かせる仕組みである。それが数
年前、年々高騰する灯油価格に、「いよいよ電気温水器か」となったのだ。
そのとき、父の「まだ早い！」である。
この一言に、時代を大きく逆行するかのように、主力は「薪」になっていった。
数日後、「灯油代を節約するぞ。」と高らかと宣言した父は、丸太や廃材を大量に持ち帰り、薪割りを
始めた。
　さぞ重労働であろうと思っていたが、薪割りは、父にとっては、ストレス解消になるらしい。薪割り
が長い時は、きっと何か悩みを抱えているときであろう。そんな時は、いつもより少し優しくすること
にしている。
　薪が用意できれば焚き付けである。これは私の出番だ。
　ボイラーの温度計を目安に焚きつけていく。まず、火種に打ってつけなのは、乾燥した杉の葉であ
る。これもまた、まわりの大自然から調達できる。
　首尾よく火が点いても、60度くらいまでは、なかなか温度が上がらず、辛抱の時間である。そのう
ち、70度を越えると、みるみるうちに温度が上がり始めるが、これに浮かれて油断すると大変だ。温度
が上がりすぎ、蒸気機関になってしまう。そこで同時進行で浴槽にお湯を張り始め、80度に安定させる
のが腕の見せ所となる。
　追加の薪を入れるタイミングや量の調整が、うまくいった時の達成感は、何とも言えない喜びであ
る。職人になったかのような誇らしさで、自ら焚いた湯に浸かるのである。
　技術の進歩で、私達の生活は、安全で衛生的になり、十分豊かになった。
　でも、薪を割る父も、湯を焚く私も、感じることがある。昔ながらの生活にある、手間や流れる時間
には、心を豊かにする秘密が隠れているのではないだろうかと。

（事務部：畑本）

　今年も夏の祭典「通所夏祭り」が、８月４日（火）・５日（水）に開催されました。ワークキャンプ
に訪れた菊陽町の中学生にも参加してもらい、ご利用者全員で菊ちゃん体操「サンバおてもやんバー
ジョン」を踊りました。又、毎年恒例の水風船のヨーヨー釣りやスイカ割りに加え、今年は「サマー
ジャンボ宝くじ」を実施。大変盛り上がりました。皆さん、今年も暑い夏を元気に乗り切っていきま
しょう！！

（通所リハ：高尾）

通 所 夏 祭 り

夏祭り
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研修報告BLSヘルスケアプロバイダー講習を受講して
　この度、７月４日（土）に、ＢＬＳヘルスケアプロバイダー講習を受講させ
ていただきました。この講習は、アメリカ心臓協会が行っている、救急救命法
の技術、知識を習得するのが目的です。内容は、成人、幼児、乳児のダミー人
形を使い、胸骨圧迫（心臓マッサージ）、人工呼吸の方法を学習し、また、自
動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法、窒息の解除方法も併せて学習しました。
この講習を受講しての感想は、私たち職員は、人の命を預かっている職業だと
いうことを、改めて、認識することが出来ました。あってはならないことです
が、そのような現場に、遭遇した時には、今回の講習で学んだことを思い出し、
人命救助を実践していきます。

（看護介護部：加藤）

あなたの貯筋を応援します! ～最新マシンを使用して簡単トレーニング～

１.	小松菜のグリーンジュース。ビタミン類、カルシウム、鉄
分がたっぷりです。

２.	夏の食欲減退には、香りさわやかなスイカを使って、ビタ
ミン、ミネラルの補給を

３.	パパイアはビタミンCの他にカロチンも含む果物。又、パ
パインというタンパク質分解酵素を含み消化を助ける働
きが有り胃もたれにも効果が有ります。

		健康ジュース作りの5つのポイント
①新鮮な野菜や果物を使う　　③砂糖は入れない　　　　　⑤1日の適量は１～2杯
②材料は冷やしておく　　　　④手早く作り直ぐに飲む

（栄養科：永戸）

小松菜のパインジュース
①小松菜は適宜にちぎる。
②	パイナップルとグレープフルーツは皮を剥き、一口大にキャベツも同じ大きさに切り、
②①の順にジュ－サーにかける。

　•エネルギー	127Kcal		•ビタミンＡ	1805IU		•ビタミンＢ1	0.32ｍｇ		•ビタミンＣ	148ｍｇ
スイカのオレンジジュース
①	スイカとオレンジは皮と種を取り一口大に切る。トマトも同様の大きさに切り一緒にミキ
サーにかける。

　•エネルギー 81Kcal		•ビタミンＡ	431IU		•ビタミンＢ1	0.13ｍｇ		•ビタミンＣ	62ｍｇ
パパイアヨーグルトジュース
①パパイアは種と皮を取り2～3ｃｍ角に切る。
②材料も全部一緒にミキサーにかける。
　•エネルギー168Kcal		• 蛋白質 6.7ｇ		•ビタミンＢ1	0.10 ｍｇ		•ビタミンＣ	57ｍｇ

まごころレシピ
猛暑をのりきる健康ジュース

健康を勝ちとる一杯　自然の栄養をギュッと絞ったジュースは身体と心の活力源
今回は、夏バテ予防に効果がある、手作りジュース３種類をご紹介します。

小松菜のパインジュース
＜材料＞2杯分

・小松菜…………………… 100g
・パインナップル………… 100g
・キャベツ……………………50g
・グレープフルーツ………1/2個

スイカのオレンジジュース
＜材料＞2杯分

・スイカ…………………… 150g
・オレンジ…………………1/2個
・トマト中……………………1個
・レモン汁………………大匙1杯

パパイアヨーグルトジュース
＜材料＞2杯分

・パパイア………………… 100g
・ヨーグルト……………… 100g
・牛乳…………………… 100cc
・レモン汁…………… 小匙１杯

作
り
方

　７月13日（月）に１階	新通所リハ室に下半身の筋力トレーニングを中心に５台の最新マシンが導入されました。機械での運
動は「難しい」や「大変」、「疲れる」などのイメージを持たれている方が多いと思います。皆様に気軽にマシンを利用して積極
的に身体を動かして頂けるようにご紹介をしていきたいと思います。

左記の４種類中３台を選定し１
台あたり10分間の使用とします。
担当セラピストが身体機能面に
合わせて必要なトレーニングマ
シンを選定し効率的に訓練を行
います。

Q.マシントレーニングとは？
A.	使っている筋肉のイメージがしやすく、難しく考えずにマシンがサポートしてくれるので一定の効果を得る事ができます。また
重さの調節が簡単で決まった範囲でしか動かないので安全に行う事ができます。

Q.きつくないですか？
A.	マシン１台につき10分程度、個人にあった負荷量で行い疲れが残らない程度で行うので初めての方でも安心してできます。
Q.本当に効果はでるの？
A.	筋力や負荷量の変化が分かりやすくグラフで表示されるので効果を実感しやすくヤル気もアップします。多くの研究報告
で、高齢者でも筋力トレーニングをすれば筋力増強は起こるというものがあり、なんと86歳～96歳を対象にした研究でも、
週３回3ヶ月筋力トレーニングをしたら脂肪が減り、筋力が増えたという報告があります。

Q.トレーニングをするとどうなるの？
A.転倒しにくい体をつくりあなたの活動範囲が広がります。あなたの人生変わります!!!!

興味がある方はリハビリテーション科までお尋ねください。　　（理学療法士：坂田）

マシンの種類（対象筋）
①レッグプレス（大腿四頭筋・大殿筋・ハムストリングス）	…… １台
②レッグエクステンション（大腿四頭筋）	 ………………………… １台
③アブダクション（小殿筋・中殿筋・大腿筋膜張筋）	…………… １台
④ニューステップ（上・下肢、大胸筋、後背筋などの体幹筋）	… ２台

Q&Aコーナー

　5月14日（木）、サンライズヒル地域貢献事業として
「かたろう会」を開催致しました。今回はケアパーク・
ユニチャーム様による「おむつの当て方選び方」という
介護講座を中心に菊陽南小学校児童さんとのふれあいタ
イム、キッズガーデン園児さんの歌とお遊戯披露、介護
や健康に関するざっくばらんなご相談受けつけという盛
りだくさんの内容で、ご参加いただいた皆様・ゲストの
皆様とも楽しく学びの時間を過ごしていただけました。

（看護介護部：後藤信哉）

地域貢献事業かたろう会

　８月25日（火）施設運動会が開催されました。日頃接す
る事の少ない入所と通所のゲスト様の交流を目的としたこ
の運動会も３回目を迎えます。第１回目は通所が初制覇。
第２回目は入所が勝利し、勝敗をイーブンとし迎えた今年
は、皆様が勝利に燃えておられました。競技は３種目行わ
れ、第１種目の玉回しでは、圧倒的強さで通所ゲスト様が
勝利。第２種目の玉入れでは負けじと入所ゲスト様が奮起
し勝利しました。勝敗は３種目目、職員参加の的当てで決
するとの事で、皆様応援にも力が入ります。
　結果、僅差で入所が勝利し今年の優勝が決定しました
が、そこには「楽しかったー」「みんな頑張ったねー」勝
敗に関係なく一体となりやりとげた充実感から皆様の笑
い声、笑顔で満ちあふれていました。来年も頑張りましょ
う！！

（看護介護部：音辻）

運動会
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通所リハビリテーション通信
うちわ作り

たこ焼き作り

　７月の制作活動は今年の暑い夏を少しでも涼しくすごすために『うちわ作り』
を行いました。工程としては使い古したうちわを一度水に濡らして表面の紙を剥
ぎ、骨組みにまた新しく障子紙を貼り付けてご利用者に自由に絵を書いたり折り
紙を貼ったりして頂きました。	
　皆さん自分の得意なことでデコレーションし、楽しみながら世界に一つだけの
“手作りうちわ”ができました。今後も季節に合わせた制作活動を毎月行っていき
たいと思っています。皆さん是非ご参加下さい!!

（通所リハ：吉崎）

　７月30日（木）に毎年夏の恒例となっている『た
こやき作り』を行いました。『たこ焼き』とあって
いつもの調理会とは違い男性の参加者が多く、皆
さん鉄板の熱で暑い中、一生懸命“たこ焼き”をひっ
くり返されていました。回数を重ねる毎に“ひっく
り返すコツ”をつかみ、初めて『たこ焼き作り』に
チャレンジされた方もすごく上手に丸めることが
できました。　完成した『たこ焼き』は昼食時に美
味しく食べていただき、久し振りに味わう“たこ焼
き”に皆さん満足そうでした。是非ご自宅でも『た
こ焼き作り』に挑戦してみて下さい!!

（通所リハ：吉崎）習字

交流会

コーラス

　通所リハの活動では以前から人気の高かった習字をカルチャー
の「書道教室」だけではなく、もっと気軽で多くの人に参加しても
らおうと実施日を増やして活動を行っています。その中で８月19日
（水）には筆を手で持つことができないご利用者にも自助具を使用
し、筆で字を書くことに挑戦してもらいました。
　久し振りに習字をするという事で参加されたご利用者は少し緊
張気味でしたが、みなさん真剣な表情で力強い字を書かれていまし
た。
　今後も通所リハでは今までは出来なかったことに“チャレンジ”でき
るよう、職員一同全力で支援して行きたいと思っております。ご利
用者、ご家族様からの『活動でこんなことをやって欲しい』というご
要望をお待ちしております。

（通所リハ：吉崎）

　通所リハでは６月20日（土）に武蔵丘ご近所クラブ「よりみち」のみなさんによ
る交流会を行いました。代表の志谷様はバイタリティにあふれる方で、通所に通
われているご利用者の方に少しでも元気と笑顔になってもらおうと、腰を動かし
ながら“ひょっとこ”踊りを披露されました。他にもフラダンスやコーラス披露もあ
り、それに合わせご利用者の方も一緒に踊ったり歌ったり…。いつもとは違った土
曜の午後を過されました。
　今後も毎月１回第３土曜日に交流会開催していく予定です。どうぞお楽しみに!!

（通所リハ：吉崎）

　サンライズヒルでは７月９日より大正琴を指導してくださっている星子先生と一緒に新たにコーラス活動をス
タートさせました。毎月第１、３木曜日の月2回の開催予定で、入所・通所から合わせて10名程度で活動をして
います。現在の練習曲は「青い山脈」「ふるさと」の２曲。声を出すことで、元気ハツラツ！今後、文化祭などで
発表も考えています。興味のある利用者様のご参加をお待ちしております。

（通所リハ：岩元）

　７月から通所では活動の新しい取り組みとして、男性が主役となる『木工制作』を始めました。まず初めに作
ることになったのは、通所リハでもよく使用するテーブルの上に置くティッシュペーパーの箱作りです。まだ始
めたばかりで形にはなっていませんが、いろいろな作業を分担し、参加者みんなで協力しながら“ティッシュの
箱”を作るという一つの目標に向かって一生懸命取り組んでいます。今度は出来上がりをお披露目できるよう職
員も工夫しながら皆様をサポートしていきたいと思っております。完成品に乞うご期待下さい!!

（通所リハ：吉崎）

木工活動


