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美咲ヶ丘だより
　6月11日、美咲ケ丘は開所24周年を迎えました。
　日頃の皆様のご支援・ご協力に感謝いたします。
　当日は、入所者様・利用者様に栄養調理部特製お祝い膳を召し上
がっていただきました。

PART 1 開所記念日

PART 3 ある日の午後
特養には、昔懐かしい遊具（お手玉・だるま落とし・けん玉など）が

あります。入所者様は記憶を紡ぎながらその遊具を手に取られます。
　「昔、遊んだよ。」と言いながら上手にお手玉を操られる方、また、
得意げに「よっ！」とお手玉を始めるもののポロポロとこぼれ落ち、
次に手に取ったけん玉もなかなか上手くいかず残念がる方、　結果、
その方の一番得意なのは「場」を盛り上げることでした。
　職員も一緒に大笑いしながらのひとときでした。

PART 2 それぞれの夏
　グループホームでは、園庭で花火を楽しみました。夜が来るのを
待てず、夕方早めの点火となりました。
　また、特養では、大型スクリーンで「花火映像観賞会」を行い、

　今夏、「東京2020オリンピック・パラリンピック」で
大健闘した選手達の姿に感動し、久しぶりにワク
ワクする気持ちになりました。
　秋号は、コロナ禍の日常生活でも、ワクワク楽しく
前を向いて過ごしていらっしゃる皆様の様子をお
届けします。

お知らせお知らせ

～美咲ケ丘フェア中止について～
今秋開催予定の「第3回美咲ケ丘フェア」

は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため 、残念ながら昨年に引き続き中止さ
せていただきます。

願いをこめて

■ワクチン接種
6月～7月にかけて、嘱託医 熊谷幸雄医師（くまがい内科クリニック院長）による新型

コロナワクチン接種が行われ、入所者様及び職員への接種が完了しました。

　おかげさまで、美咲ケ丘では、現在までコロナウイルス感染の発症者はおりません。
　引き続き、感染対策へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

７月７日の七夕では、コロナ禍ならではの願い
事が多く、デイサービス・グループホームは色鮮
やかな短冊や壁紙を制作しました。

また、特養では、「メントスコーラフルーツポンチ」
を作りました。果物を切る方、型抜きをする方、

ゼリーを投 入する方 、
それぞれに分かれて作業
し、炭酸が吹き上がるの
を待ちます。皆様の思い
を吹き飛ばすかのように吹き上がった炭酸飲料には大歓声と拍手が
沸き起こりました。
１日でも早く、厄病退散が叶いますように！！

安心な暮らしのために...

編 集 後 記編 集 後 記

ワクチンの予防効果は100％ではないので、ワクチン接種が
終わった方でも引き続き「三密」を避け、マスク着用とこまめ
な手洗いを行いましょう。

ご家庭内でも、ウイルスを持ち込まないようワクチン接種など
の感染防止に努め、ご家族の健康と命を守る配慮をお願い
します。

また、これからインフルエンザの流行期になりますので、
コロナウイルスと同じような感染予防を心がけてください。

熊谷幸雄美咲ヶ丘嘱託医からひとこと

大輪の花火で夏を感じていただき
ました。皆様、幻想的な花火の彩りに癒されたようです。
　そして、デイサービスでは、「涼」を求めて風鈴を作りました。
千代紙・ビーズなど可愛く飾りつけ、利用者様も出来栄えに
満足そうでした。   夏の思い出ですね！
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生姜の辛みの成分には、血の巡りを良くして、

一時的な発汗を促す効果があります。

生姜は加熱することで、身体の保温効果を持続

させます。さらに、強い殺菌効果も働きます。

〈敬老祝賀会〉

デイサービス

グループホーム
賀寿を祝う節目の年齢の方には、
それぞれ衣装を纏っていただき記念
写真を撮りました。

特養

入所者様の手形・足形をそれぞれ色紙
に貼り、職員からのお祝いの言葉を書き
添えて入所者様にプレゼントしました。

職員が「マツケンサンバ」などの踊りや
一芸を披露し、利用者様に喜んでいた
だきました。

皆様の元気なお姿が何よりです！！

　コロナ禍でなかなか会う事が出来ないご家族に代わり、
グループホームでは、職員が手作りしたメッセージカードや
カーネーションを入居者様にプレゼントし、喜んでいただき
ました。
　また、特養では、ご家族様から日頃の感謝の気持ちをさま
ざまな形にしていただき、あちらこちらで笑顔の花が咲きま
した。
　皆様、コロナウイルスにも負けず健やかに過ごしていらっ
しゃいます。

感染対策による面会制限中の

美咲ヶ丘特製ケーキ

デイサービス

特 養

グループホーム

　毎朝、ラジオ体操と呼吸法で1日が始まります。
　そして、余暇時間には、歩行訓練・階段昇降・プーリー（腕の可動域を
広げる訓練）・発語訓練などに取り組んでいます。
　お一人お一人の状態に合わせてケアプランを立案し実践しています。

　午前中のラジオ体操、昼食前の嚥下体操、食後の歩行訓練と
ビデオ体操、帰宅前のズンドコ体操など、１日のご利用時間内に

いろいろな身体リハビリを行って
います。また、午後の活動の中でも、

多くの作品制作などの手作業はもちろんですが、9月20日
に運動会を行いました。日頃の鍛えた体力（？）を発揮し、楽
しみながらリハビリが出来たようです。

母の日・父の日に

いろがみや新聞紙をちぎったり折ったり細かい作業を行い、
指先を刺激しながら、脳細胞の活性化をしています。

リハビリリハビリ 頑張っています

9月15日、入所者様・利用者様のご長寿をお祝いし「敬老祝賀会」を行いました。
皆様には、栄養調理部が腕を振るい趣向を凝らしたお食事を堪能していただきました。

美咲ヶ丘掲示板美咲ヶ丘掲示板

美味しく食べて健康に！！

おすすめの食材『生姜』…

身体の冷え予防に ～生姜紅茶の作り方～

季節の変わり目で体温調節が難しい時期だからこそ、旬の食材『生姜』を食べて
免疫力をつけ、風邪やコロナウイルスにも負けない元気な身体をつくりましょう。

～栄養調理部管理栄養士佐々木彩からのアドバイス～

『生姜』は、夏の食材と思われがちですが、
10月が「旬」です。その効能についてご紹介します。

カップに、生姜約10ｇ（スライスで5～7枚）とお好みの紅茶を入れるだけ！！
生姜の風味をしっかり味わいたい方は、生姜をおろしても、刻んでもOKで
す！ 甘味が欲しい方は、はちみつを入れることをおすすめします。

●生の生姜 …血行促進・むくみ解消に！ ●加●熱した生姜 …身体の冷え予防に！



令和３年10月 美咲ヶ丘だより 第55号 令和３年10月 美咲ヶ丘だより 第55号

生姜の辛みの成分には、血の巡りを良くして、

一時的な発汗を促す効果があります。

生姜は加熱することで、身体の保温効果を持続

させます。さらに、強い殺菌効果も働きます。

〈敬老祝賀会〉

デイサービス

グループホーム
賀寿を祝う節目の年齢の方には、
それぞれ衣装を纏っていただき記念
写真を撮りました。

特養

入所者様の手形・足形をそれぞれ色紙
に貼り、職員からのお祝いの言葉を書き
添えて入所者様にプレゼントしました。

職員が「マツケンサンバ」などの踊りや
一芸を披露し、利用者様に喜んでいた
だきました。

皆様の元気なお姿が何よりです！！

　コロナ禍でなかなか会う事が出来ないご家族に代わり、
グループホームでは、職員が手作りしたメッセージカードや
カーネーションを入居者様にプレゼントし、喜んでいただき
ました。
　また、特養では、ご家族様から日頃の感謝の気持ちをさま
ざまな形にしていただき、あちらこちらで笑顔の花が咲きま
した。
　皆様、コロナウイルスにも負けず健やかに過ごしていらっ
しゃいます。

感染対策による面会制限中の

美咲ヶ丘特製ケーキ

デイサービス

特 養

グループホーム

　毎朝、ラジオ体操と呼吸法で1日が始まります。
　そして、余暇時間には、歩行訓練・階段昇降・プーリー（腕の可動域を
広げる訓練）・発語訓練などに取り組んでいます。
　お一人お一人の状態に合わせてケアプランを立案し実践しています。

　午前中のラジオ体操、昼食前の嚥下体操、食後の歩行訓練と
ビデオ体操、帰宅前のズンドコ体操など、１日のご利用時間内に

いろいろな身体リハビリを行って
います。また、午後の活動の中でも、

多くの作品制作などの手作業はもちろんですが、9月20日
に運動会を行いました。日頃の鍛えた体力（？）を発揮し、楽
しみながらリハビリが出来たようです。

賀寿を祝う節目の年齢の方には、
衣装を纏っていただき記念

特養特養特養

母の日・父の日に

いろがみや新聞紙をちぎったり折ったり細かい作業を行い、
指先を刺激しながら、脳細胞の活性化をしています。

リハビリ 頑張っています

9月15日、入所者様・利用者様のご長寿をお祝いし「敬老祝賀会」を行いました。
皆様には、栄養調理部が腕を振るい趣向を凝らしたお食事を堪能していただきました。

美咲ヶ丘掲示板美咲ヶ丘掲示板

美味しく食べて健康に！！

おすすめの食材『生姜』…

身体の冷え予防に ～生姜紅茶の作り方～

季節の変わり目で体温調節が難しい時期だからこそ、旬の食材『生姜』を食べて
免疫力をつけ、風邪やコロナウイルスにも負けない元気な身体をつくりましょう。

～栄養調理部管理栄養士佐々木彩からのアドバイス～

『生姜』は、夏の食材と思われがちですが、
10月が「旬」です。その効能についてご紹介します。

カップに、生姜約10ｇ（スライスで5～7枚）とお好みの紅茶を入れるだけ！！
生姜の風味をしっかり味わいたい方は、生姜をおろしても、刻んでもOKで
す！ 甘味が欲しい方は、はちみつを入れることをおすすめします。

●生の生姜 …血行促進・むくみ解消に！ ●加●熱した生姜 …身体の冷え予防に！



令和３年10月 美咲ヶ丘だより 第55号

2021
10 第　　号55 https://www.misakigaoka.com/

目
次

発　　　　行

社会福祉法人 敬  寿  会
北九州市小倉南区
大字新道寺1085-1
☎ 093-453-1222

FAX 093-453-1132安心な暮らしのために /願いをこめて・・・・・・・・・・・1
こんな取り組みを行なっています/
リハビリ頑張っています・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

敬老祝賀会/掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
トピックスだよ！美咲ヶ丘/
お知らせ/編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

美咲ヶ丘だより
　6月11日、美咲ケ丘は開所24周年を迎えました。
　日頃の皆様のご支援・ご協力に感謝いたします。
　当日は、入所者様・利用者様に栄養調理部特製お祝い膳を召し上
がっていただきました。

PART 1 開所記念日

PART 3 ある日の午後
特養には、昔懐かしい遊具（お手玉・だるま落とし・けん玉など）が

あります。入所者様は記憶を紡ぎながらその遊具を手に取られます。
　「昔、遊んだよ。」と言いながら上手にお手玉を操られる方、また、
得意げに「よっ！」とお手玉を始めるもののポロポロとこぼれ落ち、
次に手に取ったけん玉もなかなか上手くいかず残念がる方、　結果、
その方の一番得意なのは「場」を盛り上げることでした。
　職員も一緒に大笑いしながらのひとときでした。

PART 2 それぞれの夏
　グループホームでは、園庭で花火を楽しみました。夜が来るのを
待てず、夕方早めの点火となりました。
　また、特養では、大型スクリーンで「花火映像観賞会」を行い、

　今夏、「東京2020オリンピック・パラリンピック」で
大健闘した選手達の姿に感動し、久しぶりにワク
ワクする気持ちになりました。
　秋号は、コロナ禍の日常生活でも、ワクワク楽しく
前を向いて過ごしていらっしゃる皆様の様子をお
届けします。

お知らせお知らせ

～美咲ケ丘フェア中止について～
今秋開催予定の「第3回美咲ケ丘フェア」

は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため 、残念ながら昨年に引き続き中止さ
せていただきます。

願いをこめて

■ワクチン接種
6月～7月にかけて、嘱託医 熊谷幸雄医師（くまがい内科クリニック院長）による新型

コロナワクチン接種が行われ、入所者様及び職員への接種が完了しました。

　おかげさまで、美咲ケ丘では、現在までコロナウイルス感染の発症者はおりません。
　引き続き、感染対策へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

７月７日の七夕では、コロナ禍ならではの願い
事が多く、デイサービス・グループホームは色鮮
やかな短冊や壁紙を制作しました。

また、特養では、「メントスコーラフルーツポンチ」
を作りました。果物を切る方、型抜きをする方、

ゼリーを投 入する方 、
それぞれに分かれて作業
し、炭酸が吹き上がるの
を待ちます。皆様の思い
を吹き飛ばすかのように吹き上がった炭酸飲料には大歓声と拍手が
沸き起こりました。
１日でも早く、厄病退散が叶いますように！！

安心な暮らしのために...

編 集 後 記編 集 後 記

ワクチンの予防効果は100％ではないので、ワクチン接種が
終わった方でも引き続き「三密」を避け、マスク着用とこまめ
な手洗いを行いましょう。

ご家庭内でも、ウイルスを持ち込まないようワクチン接種など
の感染防止に努め、ご家族の健康と命を守る配慮をお願い
します。

また、これからインフルエンザの流行期になりますので、
コロナウイルスと同じような感染予防を心がけてください。

熊谷幸雄美咲ヶ丘嘱託医からひとこと

大輪の花火で夏を感じていただき
ました。皆様、幻想的な花火の彩りに癒されたようです。
　そして、デイサービスでは、「涼」を求めて風鈴を作りました。
千代紙・ビーズなど可愛く飾りつけ、利用者様も出来栄えに
満足そうでした。   夏の思い出ですね！


