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　7月17日（火）に「栄養ワンダー inサンライズ
ヒル」を初めて開催しました。
　8月1日（水）～8月7日（火）の栄養週間を前に
食事にまつわる栄養講話を入所のご利用者様向
けに季節の果物の話、食べ物が体の中でどう変
化するのかをお話しました。� （栄養科：田中）

栄養の日イベント「栄養ワンダー」開催！

サンライズヒル夏祭り開催 !
　7月 27日（金）に夏祭りを開催致しました。今年は猛暑が続いておりましたが当日は少し涼しく夏

祭り日和となりました。今回“～手と手を取って～”というテーマを掲げ、外部の皆様から多数の

ご協力・ご支援を賜り、盛大に開催する事ができました。屋台は ｢うぶやま牧場様 ｣「フラワー・

ピース様」「古木家様」「外輪山バーベキュー様」「チャング・プラント様」「オグラのから揚げ様」「焼

き鳥　鳥平様とのコラボでの通所リハビリ」「熊リハ・サンライズヒル合同の栄養科」の８店舗で

多くのお客様で賑わいを見せていました。また屋内のステージでは、子供神輿や、キッズガーデン

による踊りの披露、吉永フラ・タヒチアンダンススクール様によるフラダンス、武蔵剣豪太鼓様に

よる太鼓が催され、太鼓の大きな音にビックリされる方もいらっしゃいましたが、活気ある舞に元

気と感動を頂きました。そして菊陽町のマスコット「キャロッピー」の登場に皆様とても喜ばれて

おり、多くの笑顔が見られました。最後に皆様との盆踊りを行い、ご利用者様やご家族様と一緒に

楽しい時間を過ごす事ができました。今回の夏祭りにおいて、ご協力・ご支援して頂いた皆様には

心より御礼申し上げます。来年も皆様で楽しんで頂けるよう企画していきたいと考えています。今

後もご利用者様のご期待に沿えるよう一層の努力をしてまいりたいと思います。

� （通所リハビリテーション：堀部）
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ワークキャンプ

■膝伸ばし

　今年も8月8日（水）～9日（木）の二日間に渡りワークキャ
ンプがありました。
　今年は菊陽中学校、武蔵ケ丘中学校から合計19名と多く
の中学生が参加をしてくれました。
　ワークキャンプでは、まず施設についての説明、車椅子
の取り扱い、高齢者疑似体験を行った後、入所・通所に分か
れ、ご利用者様との交流を行いました。
　通所では夏祭りを開催していた為、夏祭りの手伝いを通し
ご利用者様と触れ合って頂きました。入所では、ご利用者様
へ昔の話を聞いたり、ご利用者様の似顔絵を書いたりしなが
ら交流を図りました。ご利用者様は中学生の質問に丁寧に答
えて下さり、たくさんの笑顔が見られたことが印象的でした。
　二日間という短い時間でしたが、中学生の若いパワーに
ご利用者様、職員一同元気をもらいました。また、中学生に
とっても、今回のワークキャンプが福祉の仕事に興味をもつ
きっかけになってくれれば嬉しいと思います。
� （社会福祉室：石飛）

　皆様、夏も終わり食欲の秋の季節に
なってきました。日頃の運動不足の解
消に手軽に出来る簡単な運動を紹介し
ます。今回紹介するのは膝伸ばしの運
動です。この運動の効果は椅子などか
らの立ち上がり、歩行や階段の上り下
りに必要な太ももの前側の筋肉を強く
します。皆様、是非空いた時間にチャ
レンジしてみては？
� （リハビリテーション部：穴山）

①片足ずつゆっくり足をあげ、膝をのばします。
②そのまま5秒止め、ゆっくり足を下ろします。
※背中が曲がったり、後ろにもたれないで、なるべ
く背筋をまっすぐ保つように意識しましょう!!

　まずは1日30回程度から。

➡︎

GGバンド演奏会
　6月26日（火）にいつもボランティア「フラワーアレンジメント」
でお世話になっている前田先生のお父様達のバンド（GGバンド）の
演奏会を開催いたしました。懐メロから昔の洋楽、最近のＰOPSまで
幅広く演奏して頂きご利用者様の方々との交流を図ることが出来まし
た。最後はご利用者様の方々より「アンコール！アンコール!!」の声
もあり急遽1曲多めに演奏して頂きました。バンドの皆様がお忙しい
との事で毎月の開催は出来ないですが今後も不定期でご利用者様に元
気をもらいにきますとのことでした。�
　最後に・・・GGバンドの由来は秘密だそうです(^^)。
� （社会福祉室：高尾）
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　9月8日（土）に敬老会を開催いたしま
した。入所・通所の当日ご参加された祝
い年の方のご紹介や日舞・トランペット
演奏を行いました。トランペット演奏の
際は、普段聞くことがない音色にイキイ
キとした表情を浮かべておられる姿が観
受けられました。ご家族様からご利用者
様へ感謝の手紙を読んでいただき、花束
の贈呈も行いました。
　普段なかなか伝えられない思いを手紙
にして伝えて頂きました。ご利用者様・
ご家族様どちらも目に涙を浮かべられる
時もありましたが、花束贈呈の時にはど
ちらも素敵な笑顔になられていました。
　これからも皆様の健康とご長寿を職員
一同心よりお祈りしております。
� （看護介護部：上瀧）

　去る8月10日（金）、坂本俊幸様コンサートが開催されまし
た。
　坂本様は入所中のご利用者様の息子様で、熊本復興ソング
「熊本の空」のCDを自主制作され、「母だけでなく、利用者の
皆様に歌を届けたい」との思いから今回のご縁となりました。
　当日はオリジナル楽曲以外にも昭和歌謡、演歌の名曲を約1時
間披露していただきました。客席からのリクエストにも応じられ
ながら、終盤まで衰えない力強い歌声にご利用者の皆様からは惜
しみない拍手が送られました。お母様曰く「あの人は歌うのが好
きですもん」と笑顔が溢れました。
　事前にCDを聴いていた私の中では既にスタ
ンダードとなった「熊本の空」。再びサンライ
ズヒルで聞ける日を楽しみにしております。

（社会福祉室：岩﨑）

敬 老 会

坂本俊幸様コンサート開催
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新 職員紹介人 名     前
①誕��生��日
②趣　　味
③座右の銘

倭　　博史
①昭和63年（1988年）
　10月13日生
②サッカー（スポーツ）
　子どもと遊ぶこと
③人生　山あり谷あり

看護介護部

田代　祐介
①平成４年（1992年）
　９月25日生
②映画鑑賞
③一期一会

栄養科

男澤　信栄
①昭和43年（1968年）
　8月6日生
②ガーデニング
③一期一会

通所リハ科

沖　　幸恵
①昭和27年（1952年）
　3月20日生
②ダンス
③心機一転

通所リハ科

田畑　仁美
①昭和44年（1969年）
　７月16日生
②野球観戦
③縁の下の力持ち

栄養科

大島　充晴
①昭和57年（1982年）
　1月3日生
②読書
③因果応報

通所リハ科

まごころレシピ

　朝晩は涼しく、昼間はまだまだ夏の暑さが残る今
の時期に、残暑を乗り切るレシピを考えました。鶏
肉にはたんぱく質が豊富に含まれています。このた
んぱく質を効率的に吸収させてくれる栄養素、ビタ
ミンを多く含み、鶏肉と相性のいいトマトを使用
しています。鶏肉に小麦粉をまぶすことによって、
ソースと鶏肉がよく絡んで美味しくなります。

作

り

方

①しめじ、ブロッコリーは食べやすい大きさに切り、ブロッコリーは塩茹でする。　
②フライパンに油をひき、鶏肉に小麦粉をまぶして焼く。
③しめじを入れ、炒める。
④火が通ったらトマト缶と、調味料を入れ煮込む。
⑤盛り付けて完成。� （栄養科：鍬田）

残暑を乗りきる！鶏肉のトマトソース煮
＜材料＞
鶏もも肉��� 160ｇ
トマト缶���� 1缶
しめじ���� 100ｇ
顆粒コンソメ�� 小さじ1

ケチャップ� 小さじ1
砂糖���� 小さじ1
濃口しょうゆ�� 適量
ブロッコリー��80ｇ

　５月25日（金）玉名市出身で元宝塚歌劇団所属の姫由
美子さんの交流会がサンライズヒルで開催されました。
宝塚歌劇団の歌にふれあったのはご利用者様もスタッフ
もほぼ初めてでした。
　代表曲「すみれの花咲く頃」をはじめ童謡や歌謡曲を
ご披露頂きました。澄みきった歌声で私達に語りかけ
るように歌ってくださり会場は今まで経験したことのな
いような感動と高揚感に包まれました。引退からこれま
で、東京の聖路加国際病院の日野原重明先生と一緒に
ボランティア活動を行ってこられたとのこと。ご利用者
様やスタッフにとても気さくに声をかけてくださいまし
た。またとない出会いに感謝の気持ちでいっぱいになり
ました。� （社会福祉室：池田）

姫由美 子さん来設
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　8月22日（水）通所と入所ご利用者様による大運動会を

１階食堂にて開催しました。

　昨年度優勝の入所のご利用者様による優勝旗返還が行

われ、引き続き入所のご利用者様の「頑張ります！」の選

手宣誓で始まりました。1試合目はボーリングで、次に玉

入れを行い、最後は職員も加わり輪投げゲームを行いまし

た。ボーリングは、入所・通所それぞれ3名ずつ出場し、

プラスチックのボールを転がし10本のピンを多く倒した

方が勝ちになります。ボールを転がすのが難しく通所のご

利用者様はボールが全然違う方向へ転がって行くことが多

い中、入所のご利用者様はボールを転がすのがとても上手

でストライクこそ出なかったものの、ピンが沢山倒れ1試

合目は入所が勝利しました。次の玉入れでは通所も「頑張

るぞ」と気合を入れなおし、2回行われたのですが通所が

全てリードしました。勝負が決まる最後の試合“輪投げ”が

スタートしました。一人目、二人目、三人目と接戦を繰り

広げ、通所がリードし最後の職員対抗で、入所職員が高得

点を上げましたが、惜しくも通所に得点が及ばず、今年は

通所の優勝で幕を閉じました。

　日頃のリハビリの成果も見られ、上手に身体を動かし頑

張っておられました。入所、通所一体となり盛り上がるこ

とができ楽しい時間を過ごす事が出来ました。

� （通所リハビリテーション：山本）

入所・通所対抗運動会
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通所リハビリテーション通信
　今年も、8月 8日（水）、9日（木）に夏祭りを開催しました。お祭
りの内容として、ヨーヨー釣りや自分の好きな景品を狙う輪投げ、
スイカ割りなどを行いました。たくさんのご利用者様が、ヨーヨー
釣り・輪投げに参加され、お目当ての景品を見事当てたときは、と
ても嬉しそうにされていました。
　午後からはスイカ割りを行いました。積極的に参加してくださっ
たご利用者様に、目隠しをして周りのご利用者様にスイカの位置を
大きな声で教えてもらいながら棒を振り下ろすと見事スイカに命
中!!�その後、何度もスイカにヒットするもなかなか割れず、大きな
歓声が上がり皆さんで応援することができました。その後、スイカ
を職員が切り分けみんなでいただき夏を感じることができました。
　最後は、ワークキャンプ（職場体験）に参加していた、たくさん
の中学生達と共におてもやんの音楽に合わせて菊ちゃん体操をしま
した。元気いっぱいの中学生の皆さんと一緒に体操をされ、ご利用
者の方々もとても喜ばれていました。
　これからも、少しでもご利用者の皆様に楽しんでいただけるよう
に取り組んで参ります。� （通所リハビリテーション：草場）

七夕飾り

通所夏祭り

　七夕と言えば、天の川を隔てて会うことができなくなった織姫と彦星が、１年に１度だけ会うこ
とができるというロマンチックな星物語が有名な日です。毎年、７月７日に願い事を書いた色とり
どりの短冊や、七夕飾りを笹の葉につるし、星に祈る習慣が各地で広く親しまれています。サンラ
イズヒル通所でも、毎年ご利用者の皆様に飾り付けや願い事を書いて頂いています。今年は、自
主活動の中で折り紙を使って、沢山の飾りを作って頂きました。網飾りや吹き流し（折り紙を輪に
し等間隔に切り込みを入れて作る）は、お手の物！
　あっという間に鮮やかな笹になりました。願い事の短冊には、家族の事、自分の事、身体の事、
中には「宝くじに当たりますように」など様々な願い事が書かれていたようです。願いは大きく
　＞（＾＾）＜
　全ての願いが叶いますよ～に。� （通所リハビリテーション：奥村）
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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

入所、カルチャー、ボランティア

担当　支援相談員　岩崎 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

　今年の夏は日本列島各地で記録的な猛暑を観測しました。家の中に居るときもエアコンを１
日中つけている日々が続きました。９月に入り暑さが和らいだと思ったら、今度は台風や地震
で日本は大きなダメージを受けている状況です。平成最後のこの年に日本では暗いニュースば
かりが全国各地で流れている印象です。新しい年号に変わり明るいニュースが全国各地で流れ
る事を日々思うこの頃です。� （リハビリテーション部：坂田）

昭和建設

安尾　國子様
　今回ご紹介させて頂きます当施設ご利用者の安尾國子様です。大正
8年12月28日生まれの100歳でいらっしゃいます。益城町のご出身で
以前は、ご主人と御船町で代用教員として国語を教えておられたそう
です。1947（昭和22年）GHQの最高司令官マッカーサーの指令の
下、日本政府によって行われた農地の所有制度の改革により、教職の
仕事を辞め益城町の実家に戻り農業で米作りをがんばって作ってこら
れました。
　趣味の書道では　地元公民館にてサンライズヒル利用の友達と書道
教室を開き頑張っておられたそうです。友達との会話も多く、外出で
の買い物も大好きでいつも楽しまれています。これからも安尾さん、
たくさんの笑顔を見せてください。� （通リハ：堤）

通所リハビリテーション

担当　相談員　髙尾 まで


