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笠岡干拓地：ポピー畑

感染防止対策勉強会

デイサービス：手芸作品

ひよこルーム：バス遠足
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長かった梅雨もようやく明け、夏木立の緑も濃くなり、青空がまぶしく感じられる季節

となりました。いよいよ夏本番です。

海に山にとレジャーを楽しまれることと思います。これから厳しい暑さが続きますが、暑

さに負けず、体調を崩さないようにこの夏をのりきりましょう。

そうなんです！！　認知症は、誰にでもかかる可能性のある

脳の病気です
いろいろな原因で、脳の細胞が壊されたり、働きが低下して、

生活のしづらさが表れます。人間の活動をコントロールする

「司令塔」である脳の機能が低下すると、生活や人との関係がうまく

いかなくなるのです。

認知症って、よく聞くけど。

あんまりよく分からない

高齢者だけじゃなくて、若

い人も掛かる、脳の病気な

んだって

認知症について
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脳トレの一部をご紹介

（文責：ケアマネジャー　坂本 綾子）

4月22日のそよかぜ 教室では、認知症予防につながる生活習慣つ
いてお話し、脳トレを通じて、楽しい時間を皆で共有し、たくさん
脳を刺激しました。

認知症予防で大事なことは、
①生活リズムを整える
　バランスの良い食事・十分な水分・排便リズム・病気の治療の継続
　など

②生活を楽しむ
　趣味や役割・楽しみを持つ・人との関わりを継続・笑ったりお喋り
　をするなど

～間違っても大丈夫。考えるだけで脳は活性化。楽しむことが大切です。
観察力や記憶力・判断力や視覚力・瞬発力を鍛え、手足を動かしたり声にし
たり五感を刺激しました。

次回もお楽しみに

① 2つの野菜を見つけよう

答えはP6

② 何に見えますか？
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　10月に、内科の仙石医師による「脂質異常症」についての講演を予定しております。
詳細は後日、院内掲示やホームページ等でお知らせいたします。参加費無料、予約不要
ですので、お気軽にお越しください。

＜次回のご案内＞

行 事 ダ イ リア ー

2月20日、第29回岡山県栄養改善学会で「給食会社と
協働で取り組む病院・高齢者施設における地産地消推
進活動」というタイトルで、当法人全体が取り組んでいる
地産地消活動について発表しました。栄養課として、日々
の業務の成果を初めて学会で発表する良い機会に恵まれ、感謝しています。今後も研究を続
け、積極的に学会で発表したいと思います。　　　　　　　　　（管理栄養士　粟村三枝）

3月12日、笠岡市認知症サポーター キャラバン・メイ
トの方による、認知症サポーター養成講座を開催しま
した。認知症になっても安心して暮らせる街づくりには、
正しい知識を持ったサポーターを増やして、地域で支え
ることが大切です。終了時にはサポーター認定のオレンジリングを頂きました。

4月26日、感染防止対策勉強会を開催しました。「プ
ロバイオティクスの効果」について、岡山県西部ヤクル
ト販売株式会社　管理栄養士　西田　妃都美さんに
講演していただきました。プロバイオティクス（乳酸菌や
ビフィズス菌など）は、下痢や便秘を抑えたり、腸内環境を改善する、免疫力を高めるなど、
ヒトの体によい働きをしてくれます。「腸の健康が長寿の秘訣！」みなさん、プロバイオティ
クス食品（ヨーグルトや乳酸菌飲料）を上手に利用し、腸から健康になりましょう。

4月22日、健康教室「そよかぜ教室」を開催しました。
今回はケアマネジャーの坂本が「認知症予防」につい
て講演し、みんなで楽しく脳トレーニングも行いました。
認知症は誰にでもかかりうる脳の病気です。予防や進行を遅らせるには、生活習慣（運動
や食事など）に気を配り、楽しみながら脳を活性化させることが大切です。「継続は力なり」
出来ることから始めましょう。

岡山県栄養改善学会

認知症サポーター養成講座

感染防止対策勉強会

そよかぜ教室

2月

3月

4月

4月
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表 彰　当法人の職員が表彰されました。（順不同、敬称略）

当院栄養課の嚥下調整食のレシピが受賞しました。

◦笠岡市優良従業員　今田 良子、　岡田 紀子
◦笠岡市優良医療従事者　戸田 優子、　神野 環、　器楽堂 麻由

マルハニチロ主催
第2回 レシピコンテスト

特別賞
　「ジャーサラダ」

ニュートリー主催
第6回 嚥下食レシピ大賞

アイデア賞
　「いちじくゼリー」

2016年4月から制度の改正により、｢地域密着型通所介
護｣ の事業所に変わりました。
今まで以上に、地域の皆様を大切にしたデイサービス
を目指していきます。

デイサービスくじば

握り寿司バイキングに春のピクニックランチ、一周年記念にはこだわりの笠岡ブランド牛を使ったすき焼きパーティー
と行事も盛りだくさん！みんなで調理することで「食」を通して、認知症予防。会話も笑顔も多くなりました。

理学療法士による毎日の集団体操。この
時間はみなさん痛む手もいつもより上が
り、表情も真剣です。

新聞紙を使ったレクリエーションは、まずは手先を使ってパーツ
作りから始めゲームに移ります。自分で作ったものだからこそ、
上手くできると嬉しく「次はこう作ってみよう」と考えも広がり
ます。みなさん本当にいい表情です。

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL 0865-63-1690）
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老人保健施設　くじば苑

　例年、４月にお花見に行っていましたが、天候が不安定な事もあって、今年は５月16・17・
18日の３日間で、道の駅へポピーを見に行ってきました。ご家族の方も一緒に行き、楽しいひと
ときを過ごしました。

美味しいもの特集 手作業風景

ちょっとドライブへ行ってきました

ベイファームの中もゆっくり見て回りました。ポピーの花がとても綺麗に咲いていました。

１日目だけ、雨に…。小雨の中、出
発したのですが、少しずつ雨風とも
に強くなり…。
花も車の中から見る事になりまし
た。参加した利用者の方より「これも、
いい思い出です。」の声に救われま
した。
２日目、３日目は晴天に！
近くまで行って、ポピーの花を見ま
した。
ゆっくり楽しい時間を過ごしました。

今年もお寿司屋さんが開店しました～。
ヘイ、いらっしゃい！！
お寿司のムース食も、ありますよ～！！

通所リハビリでは、塗り絵や貼り絵など
の、手作業をしています。
できあがりが楽しみですね～！

広告を切って、折り３本や４本で編んでいく
『真田編み』をしています。何ができあが
るか、お楽しみに～！！

節分、開苑記念、地産地消メニュー！!
みなさん「おいしい！」と喜んで食べられました。
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ヤクルト情報誌
「ランチライフ
No.101」

に当院の食事が掲
載されました。

ひよこルーム

『おさんぽ』
暖かくなり、散歩に行くことが多くなりました。「春を見つけに行こう」
ということでいろんな所へお散歩に…。見つけました！桜のじゅうた
ん。雨のあとに出かけたら道路がピンク色になっているのを見つけて
「わぁ～」と喜んで走りはじめた子どもたちです。満開の桜もきれい
ですが、散ったあともきれいでした。

P2の答え　①ハクサイ、コマツナ　　②カエル、ウマ

『チューリップがさいたよ』
秋に、みんなで花壇にチューリップの球根を植えました。
水やりをしたり、草取りをしながら芽が出てくるのを楽し
みにしていた子どもたちです。つぼみを見つけては「もう
すぐ？」とますます楽しみに…。きれいなチューリップが
咲き、のぞいてみたり、においをかいだり。いろんな色
の花が咲き「きれいだねぇ」と喜びました。

『バス遠足』
バスに乗って【古代の丘スポーツ公園】に行きました。バスに乗ること
をとーっても楽しみにしていた子どもたち。リュックや水筒など、うれ
しそうに見せてくれました。バスの中では元気に歌をうたったりしなが
ら１５分程のバス旅行を楽しみました。広い公園でしっかりと遊んだあ
とは楽しみにしていたお弁当の時間。出来たての「ひよこ弁当」を届け
ていただきました。「うわぁ～！おいしそう」と喜んでパクパクと食べま
した。にこにこ笑顔でいっぱいのバス遠足になりました。

「ひよこルーム」は、平成２7年7月1日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、安心して仕
事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています。（毎週金曜日は２４時間体制で
稼働しています。）
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リトミック」など
保育内容も充実しています。



広報誌 そよかぜ 第12号 2016年7月発行

熊本地震発生から約3ヶ月。去年の今頃は、家族旅行、海水
浴、キャンプなど、楽しいことがいっぱいだった夏･･･。いまだ
余震にみまわれながら、被災地で生活している方々にとって、
体力的にも精神的にも厳しい季節になります。体調を崩され
ないよう、そして、1日でも早く、安心した日々が過ごせるよう、
心よりお祈り申し上げます。　　　　　　　　　（Ｍ.Ｍ）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人 緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 TEL 0865-62-5121
FAX 0865-62-2706

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内科① 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 田辺　修久 田辺　修久 仙石　宣彦

循環器内科 ― ―
萩倉　新　山根　弘基
（交替）

― ― ―

小児科
内科② 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 木村　徹子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内科① 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 田辺　修久 田辺　修久

小児科
内科② 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

3：00～5：00 ― ― 竹迫　憲次
3：00～5：00

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4：30～） ―

歯　科
（2：30～）

小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 ― 小野　達生

※2016年7月１日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　内科は2診です。健康診断、または、症状により、30歳までの方は竹迫の診察になります。
★　歯科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。


