創作
お内裏様 筒井

孝良様 九十三歳

右
…から

お雛様 大石 ナカ子様 九十三歳
三人官女
山田 チヨ子様 九十三歳
白石 ナツミ様 九十三歳
松田 ミチコ様 九十二歳

お花見

三月二十四日 か ら三月二十 八日 ま
で︑蜂の巣公園へドライブに行きまし
た︒天候にも恵まれ︑良い気分転換に
なりました♪

河鹿の里での二十九年間︑大変
お世話になりました︒介護の仕事
を通じて様々な教 えを頂きまし
た ︒感 謝 の 気 持 ち で いっ ぱ い で
す︒本当にありがとうございまし
た︒

お花見ドライブ 退 職
鬼は外〜！

平成二十六年三月三日︑ひな祭り
行事として御長寿雛に参加して頂き
ました︒

２月３日は節分！
春らんまん︑一年中で一番美し
く輝く季節がやってきました︒お
花見とドライブに出かけました
〜︒お花見は少し風があり肌寒く
も感じましたが︑楽しい一日をす
ごすことができました︒お弁当が
とても好評でした！

利用 者 様の笑 顔を見れる事が
﹁介護士になって良かった﹂と思
う瞬間でした︒ありがとうござい
ました︒

宮園
綾香さん

史織さん

一年 半 と い う 短 い 期 間 で し た
が︑大変お世話になりありがとう
ございました︒

芳賀

三 月 三 十 一日 付 で
退職されました︒

昼 食

職員異動
愛泉会日南病院から河鹿の里
信裕さん

河鹿の里から愛泉会日南病院

利用者様が︑毎日楽しく過ごせま
すようお手伝いして参りたいと思い
ます︒宜しくお願いいたします︒

村田

行ってきま〜す！

ドライブ

新人スタッフ

河鹿の里で十年間勤務させて頂
き︑利用者様の笑顔に元気をもら
い感謝しています︒ありがとうご
ざいました︒

岡本 貴洋さん
柳原 一文さん
一生懸命頑張ります
ので、よろしくお願い
します。
金丸 梨香さん
デイサービスで働い
ています。宜しくお願
いします。

一代さん
束田
亜素香さん
吉澤
則子さん

風船チャンバラ
つな渡しゲーム

つばき
おひな様
花さかじさん

社会福祉法人 愛泉会 特別養護老人ホーム 河鹿の里
ホームページ http://www.aisenkai.jp/kajika/index.html

川添

ごちそう様でした︒
すごくおいしかったです
♪
※ 写真、名前の掲載はご家族、ご本人の承諾を得ています。

風車
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ひな祭りホーム喫茶
三月三日ひな祭りの日にホーム喫茶を行いました︒
甘酒︑ひなあられ︑ひな万十をおいしく頂きました︒

かり食べるのは逆効果です︒

園庭散策

節分

など︑トラブルの多い夏の肌に
効果的です︒

︻八月︼薄荷湯 〜ハッカ湯〜

含まれているため︑い

促進作用がある成分が

蜜柑の果皮には︑血行

︻一月︼蜜柑湯 〜みかん湯〜

があります︒

鬼のオム
ライス・鬼
のおまんじゅうは︑とてもかわ
いくて味も良かったです︒

昼食も節分にちなんで …

二月・三月の天気の良い日に園庭散
策を行いました︒久しぶりの園外に良
い気分転換となりました︒

二月三日節分の日に︑節分行事の豆まきを行いました︒
まず始めに年男・年女の方に豆まきをして頂きました︒鬼
の面は一月に創作活動で作った作品を使いました︒

その後はみんなで鬼に向かって
豆まきを行いました︒

る効果を得るために季節の自然

たり心身の健康や美容を増進す

日本では古来より︑体を温め

季節を楽しむ日本のお風呂

気にするあまり︑野菜や魚介類ば

コレステロールやエネルギーを

け︑利用者様に楽しんでいただ

の里では︑毎月季節湯の日を設

という入浴法があります︒河鹿

のものをお風呂に入れる季節湯

による冷え性︑疲労回復などに

と引くので夏バテの回復や冷房

浴後の発汗が少なく︑汗がさっ

体を温める効果がある一方で入

薄荷には血行促進や保温などの

菊の芳香には︑カフェ

︻九月︼菊湯 〜きく湯〜

最適です︒

いています︒

日本のよき風呂文化︑それぞ

れの季節湯と効能についてご紹

介します︒

インなどの精油成分が

あり︑皮膚を刺激して血行を促

進し︑身体の痛みをやわらげる

︻四月︼桜湯 〜さくら湯〜

桜の樹皮を煮出した桜湯

効果があります︒

生姜には︑血行を促進させて身

︻十月︼生姜湯 〜しょうが湯〜

には︑湿疹・打ち身など

の炎症を抑える働きがあ

ります︒

腐・抗菌作用と抗酸化作用があ

体を温める効果があります︒防

菖蒲湯は血行促進の働きがある

る他︑消化を助ける働きもあり

︻五月︼菖蒲湯 〜しょうぶ湯〜

他︑鎮痛作用もあり︑腰痛や神

ます︒

︻十一月︼松湯 〜まつ湯〜

経痛などもやわらげる効果があ

ります︒

進されるので︑身体の隅々まで

刺激する作用があり︑血行が促

松に含まれる成分には︑皮膚を

どの吹き出物を鎮める他︑新陳

血液が循環します︒その結果︑

どくだみ湯は︑あせも・湿疹な

︻六月︼どくだみ湯

代謝を高めて皮脂分泌を活発に

神経痛やリウマチ︑肩こりや腰

痛にも効果があります︒

痛︑腰痛などをやわらげる効果

の循環をよくし︑冷え性や神経

柚子湯は︑血管を拡張して血液

︻十二月︼柚子湯 〜ゆず湯〜

日焼けやあせも・湿疹

収れん作用があるため︑

な成分が含まれるうえ︑

桃の葉には︑消炎・解熱に有効

するため︑美肌効果があります︒
毎日︑ の食品群を摂取すると︑
寝たきりのリスクが低くなります︒ ︻七月︼桃湯 〜もも湯〜

介護予防シリーズ

﹁たくさん﹂より﹁まんべんな
く﹂良く噛んで︑ゆっくり楽しく
食べましょう︒

10

ましょう︒

ん︑ココロもリラックスさせ

っています︒カラダはもちろ

ぞれの季節にあった効果をも

このように季節湯には︑それ

もよいと言われています︒

の香りはストレス解消や安眠に

殺菌作用にも効果的で︑蓬の葉

また︑すり傷や切り傷の止血や

げる働きがあります︒

肩こりや腰痛︑神経痛をやわら

蓬湯は血行を促進させるため︑

︻三月︼蓬湯 〜よもぎ湯〜

あります︒

温効果を高める働きが

合して膜をつくり︑保

皮膚のタンパク質と結

無機成分が多く含まれ︑

干した大根の葉には︑

︻二月︼大根湯 〜だいこん湯〜

効果もあります︒

タミンＣも含んでいるので美肌

湯冷めしません︒クエン酸やビ

つまでも身体は温かく

♨

ひな段前にて
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