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旬な現地情報や、富士山の知られざる表情など、毎日間近で富士山を見ている

介護総合サービスのコミュニケア24がお届けするホットな情報誌

Vol.

『サポートの宿 山中湖 INN』の支配人が、とっておき情報をお届けします！

YAM

これぞ世界遺産！
これぞ

2014.08.01

世界で話題の『絶景富士山』
世界で
どこから見ても堂々とそびえ立つ勇ましいシルエットと、四季の自然との
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融合が美しい富士山。世界遺産登録から１年。海外でも富士山の写真が
広まり、その美しさがツイッターなどで話題になっているようです。その
写真がコチラ（左）。あれ ? これは衛生写真 ? 私たちが連想する富士山と
はかなり違いますが、こちらもまた美しい！富士山は、私たちの知らない
魅力をたくさん秘めていそうですね。

0555-62-6511

介護が必要な方も安心

〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中343-1

バリアフリールーム

1泊2食付１5,400 円〜／大人1名様

旅のスマイル
〜サポートの宿 山中湖INN〜

簡単ストレッチ

昨年もご
昨年もご好評いただいた山中湖ツアー。
今年も夏の思い出にと、各施設、近隣施設毎にツアースケジュ―ルを組んでお越し
いただきました。ご出発の際は、みなさん
「大〜きな富士山をみながら、美味しい食事を楽しんで来るわね〜」
とご家族に自
慢しながらお越しいただいたそうです！そのお言葉通り、
夕食も昼食も、皆さんとても素敵な笑顔でお召し上がりいただき、
ありが とうご ざ い ました 。ま た の お 越しを 楽しみ にして おりま す 。運 が 良 け れ ばリス や シカに も 会 えま す よ！

体のだるさを解消！ 夏バテ解消ストレッチ
夏バテは、自律神経のバランスが悪くなり、内臓や神経、血管、筋肉などの働き
が弱まることで起きます。軽いストレッチを行うことで、全身の血行を促進させ
夏バテを解消しましょう！今回は、疲れやだるさが出て体が丸まくなり筋肉が
硬くなりやすい部位をストレッチします。

【1】体の側面を伸ばす

利用

山中湖ツアー
様
者

支配人
ストレッチでは
深呼吸がポイントです

癒しのデイサービスあいのかわ ＆
浦安きたさかえ館

小石川

癒しのデイサービス足立

【２】胸板の筋肉を伸ばす

①右腕を上に伸ばしたまま上半身を左に倒す

①体の後ろで両手を組む

②体の右側の筋肉が心地よく伸びたら止める

②背中の肩甲骨を寄せながら胸の筋肉を伸ばす

③その状態で１５〜３０秒間、深呼吸を繰り返す

③心地よく伸びたら止め、
１５〜３０秒間、
深呼吸を繰り返す

④反対側も同様の動きでストレッチ
よく伸ばして、
しっかり止めましょう！

しっかり胸を張って深呼吸！

シニア町内会癒しの
まくはり館

癒しのふ
じみ館

ゴーヤの佃煮

7 月の 薬 膳

【材料】

ＹＡＫＵＺＥＮ for June

・ゴーヤ……1本
・ちりめん…200ｇ

夏に現れやすい症状

【調味料】

夏は、
「暑邪
（しょじゃ）
」
により、
体力を消耗し夏バテしやすく、
梅雨と同じく湿度も高いので胃腸の調子を崩しがちになり
ます。陽気が盛んになるため、暑熱と湿気で体力と水分の
消耗が激しくなり、喉の渇き、発汗、食欲不振、疲労感、のぼ
せ、頭重といった症状が出ます。また、暑熱が原因で動悸や

・砂糖 ……60ｇ
・酢 ……… 大さじ１
・しょうゆ…大さじ2
・鰹節 ……3ｇ
・白ごま・・・少々

① ゴーヤは縦半分に切って、
スプーンで種とワタを取り除く。
② 幅7 〜 8mmの半月切りにして熱湯で茹で、
ザルに上げて水気をきる。
③ 鍋に①のゴーヤ、
ちりめん、
【調味料】
を加え、
中火で煮汁がほとんどなくなるまで煮る。
（２０〜３０分位）

癒しのデイサービス越谷

④ 鰹節、白ゴマを加えて
混ぜ合わせたら
出来上がり！

不眠などの症状が現れることもあります。そんなときの強
い味方が
「ゴーヤの佃煮」
です。
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★冷蔵保存で約1週間、冷凍保存も可能です！

老後ハッピー

みんなハッピー

0120-658-378

http://www.c-24.jp

コミュニケア24

シニア町内会
の杜
NARITA公津

全国43拠点展開中！
※リエイグループ2014年8月現在

何

ても
っ
な
歳に

コミュニケア24の利用者様の中には、ご自身の趣味や特技を磨き
いくつになっても輝き続ける「ステキな人」がたくさんいらっしゃいます。
ここでは、
そんな利用者様を順番にご紹介していきます。

な人

ステキ

公津の杜マルチクリエイター
シニア町内会NARITA公津の杜

癒しのデイが大好き、健さん!

北原 勝夫様

４８才で脳梗塞を発症、右上下肢麻痺、失語症を
呈された北原様が当ホームへご入居されたのは1
年前。現在は週２回、
リハビリのため通われたり、週
に１回、お一人で電車に乗って、浦安市の皮細工工
芸教室に通われるなど積極的に趣味の幅を広げら
れています。そんな北原様の今年１番の功績は、左
手だけで書いた赤富士の絵が、
６月に日本で開催
された
「第１６回世界作業療法士連盟大会」
で紹介
され、多くの方々から称賛を受けられたことです。
い つでも、笑 顔で努 力
される北原様は、職員を
はじめ皆様から尊敬さ
れ慕われる素晴らしい
存在です!
事務長 品田

上海

テーマ

第21回

癒しのデイサービス油山

貞方 健朗様

癒しのデイサービス油山に通い始めてからもう
すぐ250回になり、今更ながら月日の経つ速さに
驚嘆している次第です。昼食のバリエーションにも
配慮されたり、
「 紫陽花鑑賞ツアー」
などの野外イ
ベントを盛んに実施してくれるなど、スタッフの皆
さんに感謝しております。若いころから耽っている
「麻雀」
を一緒に楽しむ仲間もいて、チイポン言い
ながら脳と手先の活性化を図り
「我が意を得たり」
と豊かな人生を送らせています。

メディアも注目！!

リエイの上海高齢者向け入居施設

深かった作品をご紹介。年に１度、専門の先生に優秀作品を選出いただ

MINNANOUTA

き、優秀作品とその他全応募作品を掲載した作品集を制作しています。

手花火に 向きあう子等の 笑顔かな
歓声に 水辺賑やか 花火の日

癒しのデイサービス越谷

富田 敏夫様

癒しのデイサービス千葉中央

加藤 敏子様

癒しのデイサービス油山

西島 君代様

シニア町内会
NARITA公津の杜

菅 照子様

癒しのデイサービス西川口

吉留 淑美様

リハビリデイサービス柏

黒田 千枝様

楽しげにゆく

夜空を焦がす 揚花火 マリンタワーが
乱れ咲く はぜたる後の 闇のしじもり

海外事業で活躍する外国人スタッフ研修
7/25〜28の4日間、
今月入社された海外事業部コン
サルティング課所属の孫さんと、北京礼愛 副総経理
の張さんの研修を行いました。日本的介護の基礎知
識から、高級有料老人ホーム
「コンシェール阿倍野」
の
ハイグレードなサービス、
レクリエーションや経営につ
いてまで細かく学んでもらいました。積極的に取り組
む2人の姿勢に、
こちらの指導にも熱が入りました。

メディアや日本のメディアにも注目されています。なんと先日、
テレビ東京系
列の経済ドキュメンタリー番組『未来世紀ジパング』の取材を受けました。数

コミュニケア24事業部

日間に渡る取材期間中、椛澤社長の上海出張も重なっていたため、社長の密

８月４日（月）２２：00より 放送予定!！

癒しのデイサービス新井薬師 永田 日出子様

夕涼み 遠い花火に ゆかた着る

本的介護」
のサービス提供を試みていることは、介護事業者だけでなく、現地

未来世紀ジパング〜沸騰現場の経済学〜

小幡 成彦様

花火見て カップルだらけで 嫉妬する

いています。昨今、中国で高齢化が問題視されている中、
リエイが中国で
「日

テレビ東京 日経スペシャル

癒しのデイサービス札幌.清田

打ち上がる 花火に母の 面影が

上海礼愛頤養院は昨年１２月にオープンし、現在５０名強の方にご入居いただ

少し遅めの時間にはなりますが、
お時間ございましたら、
是非ご覧ください。

吉田 照子様

花火師 の 技の極みや 夢の中

こんにちは、
上海礼愛頤養院の玉置です。

着取材も実施され、
社長自ら中国展開の想いを語っていただいています。

癒しのデイサービス高槻館

夏空に 打上げ花火 にぎやかに
音も響いて 暑さ忘れる

アジ
アレ
ポー
ト

火

利用者様からご応募いただいた俳句・川柳・短歌の中から、特に印象

浴衣着て 駒下駄の音
こまやかに 花火見物

いつも明るくお元気
な貞方様。先日地元ラ
ジオ番組に投稿された
「デイサービスでの楽し
い生活」が採用になり、
番組で紹介されました！
施設長 花田

花

玉置総経理

左：坂手次長／中：孫さん／右 : 張さん

入社時から張さんのお話しは聞いていたので、ずっとお会いした
かったです！普段北京にいる張さんとの顔合わせがこんなに早い
タイミングで実現すると思わなかったのでとても嬉しかったです。
アドバイスもたくさんいただきました。と〜っても厳しいと聞いて
いた坂手次長の研修でドキドキしていましたが
（笑）
、
とても優しく
て安心しました
（笑）
。たくさんの事を学ばせていただき、中国とは
違う日本的介護に改めて魅力を感じました。
孫珍

次長

坂手

