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堀田医院休日当番医
● 6月 7日（日）
● 7月 24日（金）祝日
● 9月 6日（日）

〒872-1401
国東市国見町伊美
2641番地1
℡ 0978（82）0490

デイケア よ り

以前入 所され ていた 利用 者のご
家族様よ り、心 温まる 『手 作りマ
スク』を いただ きまし た。
いただ いたマ スクは 、花 柄やシ
ックな柄 のもの まで色 々と 揃えて
いただき 、職員 がそれ ぞれ 好みの
柄を選ん で記念 撮影を しま した。
新型コ ロナウ ィルス の影 響によ
り世界中 でマス クが不 足し ている
状況で、 私たち 職員も なか なか手
に入らず 困って いたた め、 今回の
布マスク のご提 供は、 たい へん有
難く貴重 でした 。
職員一 同、大 切に長 く愛 用して
いきたい と思い ます。 ご厚 意あり
がとうご ざいま した。 （ 常盤）
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○ 月に予定していました「大
分大学 マンド リンク ラブ」 の
皆さんは、コロナウィルス感
染防止のため、残念ながら中
止となりました。また来年お
待ちしております。

)

皆さんありがとうございました。

深蔵

《定期的に
訪問して頂いている方々》
峯 千恵 子 様
３Ｂ体操
孝子 様
歌
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Ｑ、出身 地は？
Ａ、国東 市国見 町です 。
Ｑ、趣味 は？
Ａ、趣味 と言え るもの はあ りません 。
Ｑ、楽し みや挑 戦した いこ とは？
Ａ、楽し みは孫 の成長 ♪
挑戦 したい ことは 、古 布で洋服
を作 ってみ たい。
Ｑ、行っ てみた いとこ ろは ？
Ａ、「星 野リゾ ート トマ ム ザ・
タワ ー」ま たは「 星の や 竹富
島」 に行っ てみた い。
Ｑ、今後 の抱負 を一言
Ａ、介護 の仕事 は体力 勝負 ！
年々 筋力の 衰えを 感じ ています 。
筋力 アップ の強化 をし ていこう
と思 います 。

（大樹２Ｆ 介護）

月の中頃、入所者のご 家
族様から 『文旦 』をい ただ き
ました。
文旦の 実はお 昼のデ ザー ト
に出して もらい 、「懐 かし い
味だ」と 入所者 様は美 味し そ
うに食べ ていま した。 また 、皮は数 日天日
に干して 、入浴 剤とし て使 いました 。
柑橘の 皮は、 精油成 分が 毛細血管 を広げ 、
血流の循 環が良 くなっ て身 体も温ま ります 。
爽やかな 香りが リラッ クス 効果を生 み、皮
から分泌 される リモネ ンと いう天然 オイル
が血行を 良くし てくれ ます 。
いつも より長 めに入
浴。爽や かな柑 橘の香
りと２階 浴室か ら眺め
る若葉と 青い空 。文旦
の皮の匂 いを嗅 ぎ、「
いい匂い ♪気持 ちいい
なぁ～」 ととっ てもい
い笑顔で 喜んで いただ
きました 。ご提 供あり
がとうご ざいま した。
（ 常盤）
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介護老人保健施設

大樹

〒872-1401
国東市国見町伊美
2617番地2
℡ 0978（73）4021

世界中 でコロ ナウイ ルス が猛威を 振るい 、大変 なこ と
になって います 。ご利 用者 様の廃用 性症候 群防止 やＡ Ｄ
Ｌ維持等 の観点 から、 一定 のリハビ リテー ション 、ま た
は機能訓 練や活 動を行 うこ とは重要 である 一方、 感染 拡
大防止の 観点か ら、３ つの 密（「換 気が悪 い密閉 空間 」
「多数が 集まる 密集空 間」 「多数が 集まる 密集場 所及 び、
間近で会 話や発 声をす る密 接場所」 ）を避 ける必 要が あ
ります。 そのた め、大 樹デ イケアで は、次 のこと を実 施
しており ます。
●換気を こまめ に実施 し、 広いホー ルを生 かして 机の 配
置を横 並び一 直線に し、 対応して います 。
●ご利用 者様に は乗車 前に 体温計測 、熱が 無くて も風 邪
症状が ある時 は、利 用を 中止して いただ くよう ご協 力
をお願 いして おりま す。
●職員も 毎朝出 勤前に 体温 計測、マ スク着 用、昼 休み も
ソーシ ャルデ ィスタ ンス を取り、 手指消 毒の徹 底、 ご
利用者様 が訓練 に利用 した 道具は、
その都度 消毒す ること はも ちろん、
ホール内 、送迎 車内の 消毒 も徹底し
て実施い たして おりま す。
平常の 日常生 活が送 れる ようにな
るまで、 大樹デ イケア ご利 用者の皆
様と一緒 に、感 染予防 に真 剣に取り
組みなが ら、健 康寿命 を延 ばすべく 、
頑張って いきた いと って います。
思
（重 吉）

〇面会制限について
コロナウィルスの感染防止のため 、引き続き面会制限を行います。感染
防止、 ご入所者様の健康をお守りするため、ご理解・ご協力をお願いい
たします。ご心配をおかけいたしますが、最近のご様子等お伝え出来ま
すので、お気軽にお問合せください。
〇衣替えのお願い
衣替えの時季が近づいてまいりました。タオルケットや夏用の衣類のご
準備を お願い いたし ます 。衣類等を持ち 込まれ る前 に今一度 、名前 がつ
いているかの確認をお願いいたします。
〇介護保険負担限度額認定証の更新について（黄色の書類）
年に一度の更新があります。皆様 ７月末までの有効期限となっておりま
すので、市役所での手続きをお願いいたします。こちらは 月以降の利
用料金に関係してきますので、忘れずにお願いいたします。ご不明な点
は相談室：猪俣までお問合せください。
〇その他
最近物忘れが進んだ、介護に伴う衣食住等でのお困り事などがございま
したら、相談を承ります。本人、家族、地域の方のお困りごとの解決や
軽減に お役に 立てれ ばと思います 。例え ば
・認知 症が進んでき た
・退院後の生活をどうしたら良いか？
・介護 保険に ついて聞き たい。
・一人暮らしで身の回りのことが出来ない
・介護に疲れた
・家族 の不在 時どう した らよいか
等々
お声かけください。個人の秘密はお守りします。
コロナウィルスにより多くの行事が行えない状況です。お接待、運動会、
※
家族会等楽しみにされていたことと思います。一日も早いコロナ終息を
祈るばかりです。皆様にお会いできる日をスタッフ一同楽しみにしてお
ります。 （ 猪俣）
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月 日（月）今 年も大 樹２Ｆ で節分 を行い ました 。
入所者 様に「 どんな 鬼を 追い出し たいで すか？ 」と 伺う
と、手や 足など 身体の 痛み を出す「 鬼」が 出てき まし た。
豆まき をする 前に、 まず 節分のお 話をし ました 。そ して
いよいよ 豆まき の開始 です 。鬼のお 面を被 った職 員が カゴ
を背負っ て入所 者様の 近く をまわっ て行き ます。 皆さ んは
「鬼は～ 外！福 は～内 ！」 の掛け声 をする のも忘 れ、 鬼の
カゴの中 に豆に みたて た紅 白の玉を 投
げ入れる のに一 生懸命 でし た。大い に
笑い、元 気いっ ぱいで 楽し い時間を 過
ごしまし た。
これで 手や足 などの 身体 の痛みを 出
す鬼も居 なくな ったの では ないでし ょ
うか。今 年も入 所者皆 様が 、健康で 笑
顔で過ご せます ように ！ （中村）

8

10

晴らしい ！」と 涙ぐみ なが ら仰ら
れている ご利用 者様も おら れまし
た。ご利 用者の 皆様、 職員 一同、
感動の一 言に尽 きます 。
伊美小 学校５ 年生の 皆さ ま、一
生懸命練 習され たこと と思 います。
来年は、 また違 った色 の５ 年生に
お逢いで きるこ とを楽 しみ にして
います。 ありが とうご ざい ました。
（ 河野）
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新型コ ロナウ ィルス 感染 症の
影響で、 緊急事 態宣言 期間 中は
後期高齢 者健康 診査は 行わ ない
よう広域 連合事 務局よ り連 絡が
あり、中 止とし ており ます 。
医院で は大分 県の緊 急事 態宣
言が解除 された 後に健 診を スタ
ートする 予定で す。
健診を 希望さ れる方 は窓 口ま
でお知ら せくだ さい。 また 、健
診当日は ご飯を 食べず に受 診券
を持って お越し くださ い。
（ 國廣 ）
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医院では 月より月 回 、大分 大学病 院の循 環
器内科、 近藤秀 和先生 の診 察が始ま りまし た。診
察日は第 土曜日で 日診 療にな ります 。
診察を 希望さ れる方 は、 あらかじ め医院 窓口ま
でお申し 出くだ さい。
3

今年も 月 日（ 月）に 伊美小 学校５ 年生 名が 来所さ
れ、子供 歌舞伎 を披露 して いただき ました 。演目 は「 白波
五人衆」 稲瀬川 勢揃の 一場 面。
拍子木 の音が 鳴り始 める と、利用 者様か ら拍手 が湧 きま
す。その 後シー ンと静 まる と、日本 駄衛門 ・忠信 利平 ・南
郷力丸・ 赤星重 三・弁 天小 僧の白波 五人衆 が堂々 と登 場。
マイクな しでも ホール の隅 々まで声 を響か せ、元 気一 杯な
役者振り をご披 露くだ さい ました。 小学生 とは思 えぬ 圧巻
のパフォ ーマン スにご 利用 者様から の拍手 はなか なか 鳴り
止まず、 「立派 だった 。」 「長いセ リフを よく覚 えた 。素

Ｐ.１

4

4

特別養護老人ホーム

姫見苑

〒872-1401
国東市国見町伊美
3855番地
℡ 0978（82）1161

月 日（水）に ひな祭 りを行 いまし た。今 年は、 職員が 自
宅から三 段飾り のひな 人形 を持ち込 み、ご 利用者 様と 一緒に飾
り付けを 行いま した。
久しぶ りに見 るひな 人形 に、ご利 用者様 は「き れい やなぁ」
「いいな ～」と 話され てい ました。 桜の木 の壁画 もご 利用者様
の皆さん で協力 して作 成し ました。
ひな祭 りでは 、ご利 用者 様と職員 が一緒 に歌を 歌っ たり、ゲ
ームをし て楽し みまし た。
おやつ には、 甘酒と ひし 餅風ゼリ ーを栄 養士が 作り 、美味し
くいただ きまし た。ひ し餅 風ゼリー は三色 のゼリ ーを ひし形に
固める予 定でし たが、 柔ら かく仕上 がり、 形が崩 れて しまいま
したが、 食べや すい状 態で 評判は良 かった です。 （ 竹田津）

Ｑ、出身 は？
Ａ、国見 町です 。
Ｑ、趣味 は？
Ａ、ドラ イブで す。道 の駅
巡り をして います 。
Ｑ、楽 しみや 挑戦し てみ たいこと は？
Ａ、運 動は苦 手です が、 ウォーキ ングで もして みよ う
か と思っ ていま す。 最近体重 増加傾 向にあ りま す。
Ｑ、今 後の抱 負は？
Ａ、利 用者さ んが安 心し て楽しく 生活で きる施 設を 目
指 したい です。

お知らせ
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養護老人ホーム

くにみ苑

月 日（月）、 苑内の桜が見 事に満
開となり、お花見会をしました。
今年の お花見 は、コ ロナ ウィルス感染
症が拡大し、大分県でも外出・イベント
などの自 粛要請 が出て いる中だった ため、
室内の換 気をし て花見をし ました。 短い
時間の中 で、入 苑者様がカ ラオケを 歌っ
たり、窓の外の桜やステージ壁の花飾り
を眺めながら、厨房職員の手作りお花見
御膳を食べていただきました。チラシ寿
司・ワンプレートに 種類のおかず・刺
身小鉢・ 果物・ 茶碗蒸し・ ジュース と、
普段の食事とは違う形式の料理に春を感
じ、満足 してい ただけ たよ うでよか った
と思いま す。来 年は、満開 の桜の下 でお
花見ができるよう、新型コロナウィルス
感染症が 日も早く終息することを願っ
ています。（芹川）

〒872-1614
国東市国見町岐部
3910番地
℡ 0978（73）9100
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令和元 年にノ ーリフ トケ アの取組 施設と して、 研修
をさせて いただ きまし た。
主に、 スライ デイン シー トやスラ イディ ングボ ード
を使用し 、介助 を行っ てい ます。
目標は 、移乗 介助で の剥 離ゼロと 腰痛ゼ ロです 。現
在、移乗 介助で の剥離 はゼ ロの目標 を達成 してい ます 。
ご利用 者様に 負担の ない 介護を、 今後も 取り組 んで
いきます 。 （ 小笠原 ）

ー

み
ど
り

Ｑ、出身地は？
Ａ、国東 市国見 町です。
Ｑ、趣味は？
Ａ、テレビを見たり、音楽を聴く
ことです。
Ｑ、仕事をして良かったところは？
Ａ、些細なことで入苑者の皆様が
「ありがとう」と微笑みを浮
べ喜んでくれた時です。

Ｑ、大変 なとこ ろは？
Ａ、皆様 それぞ れ個性 が違 い
ます ので、 接し方 が大 変
な時 があり ます。
Ｑ、今後 の目標 は？
Ａ、入苑 者の皆 様が今 の身 体
状態 が維持 でき、 元気 に
生活 ができ るよう に支 援
して いけた ら・・ ・
と思 います 。

バランス感覚：風船やボール送り

＊くにみ苑職員の 歳の子 供
さんに よる似 顔絵で す。
テキパ キと働 く野上 さん の
ご様子 が良く 描かれ てい ま
す。

作業料理レク：ふきの皮むき

☆ 5月18日から大分県内のご面会者様のみ、マスクを着用
してご来苑いただければ、別室にて面会ができます。県外
の方につきましては、引き続き面会制限をしています。皆
様のご家族・ご友人の大切な命をお守りするために、何卒
ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
なお、外出自粛の解除が少しずつ行われてきております
が、「第二波」の心配もあり、状況により変更もあります
ので、面会希望の際は電話にてご連絡ください。（重本）

脳トレ：じゃんけんぺたんこ

【面会を制限させていただいております。】

洗身訓練：タオル体操

令和 年のスタートがこんな状況に
なるとは 誰も想 像でき なか ったでし ょ
う。しかし、今起きていることに嘆く
より、マスクの着け方や手指洗いの仕
方など、感染防止の基本的なことに改
めて取り組めたのはプラスと考えたい
ですね。
本当に 、国東 の自然の中 に居る良 さ
をしみじみと感じます。
（大 樹：松原 ）
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新型コロナウィルス感染症予防対策による
面会制限のお願い

2

6

1

ノ

ご家族 様に置 かれま して は、平素 より特 別養護 老人
ホーム姫 見苑の 運営に ご理 解とご協 力を賜 り、深 く感
謝申し上 げます 。
新型コ ロナウ ィルス 感染 予防のた め、ご 面会の 制限
をさせていただいていますが、 月 日 から大 分県内
のご家族 様のご 面会が でき るように なりま した。 ご迷
惑をおか けしま すが、 引き 続きご協 力をお 願いし ます 。
面会制 限期間 中の食 べ物 の持込は 、感染 予防の ため 、
お断りを させて いただ いて おります 。ご理 解の程 よろ
しくお願 いしま す。
小
( 笠原）

（支援員）

機能維持レクリェーションは換気をした中で継続中‼
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4月 16日（木）11時より、くにみ苑交流
スペースにてお接待を行いました。新型コ
ロナウィルス感染症が拡大している中、地
域でも３密とイベント自粛要請が出ていた
ので、外部の方を入れずに、今年は入苑者
様のみのお参りとし、職員がお接待をおこ
ないました。ユニットごとに支援員が誘導。
祭壇の前では看護師２名の介助支援を受け
て、順番を守り、広いスペースの中で換気
を行い、お弘法様の前の椅子に座ってお参
りができ、喜んでいただけました。皆様声
に出して「家族がコロナにかかりませんよ
うに…」「家族が健康でいられますよう
に」「職員さん達の無事も祈っておいた
よ」と声をかけて下さる優しい入苑者様も
いらっしゃられ、ご自身の事よりも他者を
思われる皆さんの思いにとても励まされま
した。 （磯﨑）
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世間は コロナ ウィル スで 三密をさ け、外 出自粛 が続 いている
中、部屋 の窓か ら見え る桜 が満開の 日、桜 の木の 下で 大きく手
を伸ばし て深呼 吸。体 操、 春の歌を みんな で歌い 、楽 しい時間
を過ごし ました 。
春の温 かい空 気をい っぱ い吸って 、元気 と笑顔 がで てきまし
た。
宮
( 内）
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