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毎月第一木曜日に行われている毎月第一木曜日に行われている毎月第一木曜日に行われている毎月第一木曜日に行われている    

茶道教室をご紹介し茶道教室をご紹介し茶道教室をご紹介し茶道教室をご紹介したいと思いたいと思いたいと思いたいと思い

ます！！ボランティアの方々がおいしい本格的ます！！ボランティアの方々がおいしい本格的ます！！ボランティアの方々がおいしい本格的ます！！ボランティアの方々がおいしい本格的

なお茶を立てお菓子と一緒に召し上がり和やかなお茶を立てお菓子と一緒に召し上がり和やかなお茶を立てお菓子と一緒に召し上がり和やかなお茶を立てお菓子と一緒に召し上がり和やか

な雰囲気を楽しむ場となっています。な雰囲気を楽しむ場となっています。な雰囲気を楽しむ場となっています。な雰囲気を楽しむ場となっています。    

 

    

ボランティアの津田様ボランティアの津田様ボランティアの津田様ボランティアの津田様がおがおがおがお

っしゃるには、っしゃるには、っしゃるには、っしゃるには、「作法も大切「作法も大切「作法も大切「作法も大切

ですが、一番重要なのはですが、一番重要なのはですが、一番重要なのはですが、一番重要なのは    

““““もてなす心もてなす心もてなす心もてなす心”です。”です。”です。”です。そしそしそしそし

て飲んでいただく方にちょて飲んでいただく方にちょて飲んでいただく方にちょて飲んでいただく方にちょ

っとしたワビサビを楽しんっとしたワビサビを楽しんっとしたワビサビを楽しんっとしたワビサビを楽しん

でいただけるよう、一つ一でいただけるよう、一つ一でいただけるよう、一つ一でいただけるよう、一つ一

つ丁寧にお茶を立てていまつ丁寧にお茶を立てていまつ丁寧にお茶を立てていまつ丁寧にお茶を立てていま

す。」す。」す。」す。」        

また、茶道教室に飾られているお花は、ボラまた、茶道教室に飾られているお花は、ボラまた、茶道教室に飾られているお花は、ボラまた、茶道教室に飾られているお花は、ボラ

ンティアさんのお庭に咲いているお花を使っンティアさんのお庭に咲いているお花を使っンティアさんのお庭に咲いているお花を使っンティアさんのお庭に咲いているお花を使っ

ているそうです。ているそうです。ているそうです。ているそうです。    

教室が終わった後は受付に飾っている時も教室が終わった後は受付に飾っている時も教室が終わった後は受付に飾っている時も教室が終わった後は受付に飾っている時も

あるので、ぜひご覧になって下さい！！あるので、ぜひご覧になって下さい！！あるので、ぜひご覧になって下さい！！あるので、ぜひご覧になって下さい！！    

    



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

７７７７月月月月としてはとしてはとしてはとしては史上最強史上最強史上最強史上最強とととと言言言言われたわれたわれたわれた台風台風台風台風８８８８号号号号がががが日本列島日本列島日本列島日本列島にににに大大大大きなきなきなきな    

                                                                                                            被害被害被害被害をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし、、、、そしてそしてそしてそして去去去去っていきましたっていきましたっていきましたっていきました。。。。幸幸幸幸いなことにいなことにいなことにいなことに札幌市札幌市札幌市札幌市にはにはにはには大大大大    

                                                                                                            きなきなきなきな影響影響影響影響がなくがなくがなくがなく、、、、私共私共私共私共としてはホッととしてはホッととしてはホッととしてはホッと胸胸胸胸をなでおをなでおをなでおをなでおろしたところですろしたところですろしたところですろしたところです。。。。    

最近最近最近最近よくよくよくよく耳耳耳耳にするにするにするにする「「「「何十年何十年何十年何十年にににに一度一度一度一度のののの天候天候天候天候」」」」やややや「「「「異常気象異常気象異常気象異常気象」」」」というというというという    

言葉言葉言葉言葉にもにもにもにも慣慣慣慣れてきてしまっているようなれてきてしまっているようなれてきてしまっているようなれてきてしまっているような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。今年今年今年今年のののの夏夏夏夏はどんはどんはどんはどん    

なななな夏夏夏夏になるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうかになるのでしょうか。。。。休養休養休養休養とととと栄養栄養栄養栄養をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり取取取取ってってってって健康的健康的健康的健康的にににに乗乗乗乗りりりり    

切切切切りたいものですりたいものですりたいものですりたいものです。。。。    

さてさてさてさて、、、、今回今回今回今回はコミュニティホームはコミュニティホームはコミュニティホームはコミュニティホーム白石白石白石白石についてについてについてについて簡単簡単簡単簡単にににに紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて    

いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

コミュニティホームコミュニティホームコミュニティホームコミュニティホーム白石白石白石白石はははは平成元年平成元年平成元年平成元年４４４４月月月月にににに開設開設開設開設したしたしたした介護老人保健介護老人保健介護老人保健介護老人保健

施設施設施設施設ですですですです。。。。    入所定員入所定員入所定員入所定員はははは１００１００１００１００名名名名でででで、、、、要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定をををを受受受受けてけてけてけて要介護要介護要介護要介護１１１１～～～～５５５５のごのごのごのご高齢者高齢者高齢者高齢者がががが入所対象入所対象入所対象入所対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

私共私共私共私共はコミュニティホームはコミュニティホームはコミュニティホームはコミュニティホーム白石白石白石白石のののの大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割ははははごごごご利用者様利用者様利用者様利用者様とととと、、、、そのごそのごそのごそのご家族様家族様家族様家族様にににに対対対対するするするする「「「「在宅生活在宅生活在宅生活在宅生活のののの支援支援支援支援」」」」だとだとだとだと

考考考考えていますえていますえていますえています。。。。ごごごご利用者様利用者様利用者様利用者様がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたごれたごれたごれたご自宅自宅自宅自宅にできるにできるにできるにできる限限限限りりりり長長長長くくくく暮暮暮暮らしていけるようらしていけるようらしていけるようらしていけるよう、、、、リハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションを中心中心中心中心としたとしたとしたとした

必要必要必要必要なおなおなおなお手伝手伝手伝手伝いをいをいをいを提供提供提供提供させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。    

当施設当施設当施設当施設にににに入所入所入所入所されたことでごされたことでごされたことでごされたことでご利用者様利用者様利用者様利用者様のののの身体機能身体機能身体機能身体機能がががが向上向上向上向上しししし、、、、ごごごご家族様家族様家族様家族様とごとごとごとご一緒一緒一緒一緒にごにごにごにご自宅自宅自宅自宅でのでのでのでの生活生活生活生活にチャレンにチャレンにチャレンにチャレン

ジするジするジするジする姿姿姿姿をををを見見見見ることはることはることはることは私共私共私共私共のののの大大大大きなきなきなきな喜喜喜喜びですびですびですびです。。。。    

    またまたまたまた、、、、ごごごご自宅自宅自宅自宅でのでのでのでの生活生活生活生活されるされるされるされる中中中中でででで必要必要必要必要なななな在宅在宅在宅在宅サービスサービスサービスサービス（（（（デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス、、、、ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー他他他他））））のののの提供提供提供提供はもちろんですがはもちろんですがはもちろんですがはもちろんですが、、、、施施施施

設入所設入所設入所設入所をををを反復利用反復利用反復利用反復利用することでまとまったリハビリテーションをすることでまとまったリハビリテーションをすることでまとまったリハビリテーションをすることでまとまったリハビリテーションを定期的定期的定期的定期的にうけることもごにうけることもごにうけることもごにうけることもご自宅自宅自宅自宅でででで長長長長くくくく生活生活生活生活されるためにはされるためにはされるためにはされるためには有有有有

効効効効かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。ごごごご希望希望希望希望があればがあればがあればがあれば是非相談是非相談是非相談是非相談していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 私共私共私共私共はははは、、、、介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお役役役役にににに立立立立てるてるてるてる存在存在存在存在でありたいとでありたいとでありたいとでありたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

今後今後今後今後ともどうぞよろしくおともどうぞよろしくおともどうぞよろしくおともどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

 

経営管理部経営管理部経営管理部経営管理部部長部長部長部長    宮越良彦宮越良彦宮越良彦宮越良彦    

経営管理経営管理経営管理経営管理部次長部次長部次長部次長    三好三好三好三好    誠誠誠誠    

コミコミコミコミ白通信白通信白通信白通信をごをごをごをご覧覧覧覧のののの皆様皆様皆様皆様いかがおいかがおいかがおいかがお過過過過ごしですかごしですかごしですかごしですか？？？？    

今年今年今年今年のののの夏夏夏夏はははは雨雨雨雨がががが降降降降らないらないらないらない日日日日がががが続続続続くとくとくとくと思思思思えばえばえばえば長雨長雨長雨長雨がががが続続続続きききき天候天候天候天候    

不順不順不順不順がががが続続続続ききききましたがましたがましたがましたが、、、、やっとやっとやっとやっと７７７７月月月月にににに入入入入りりりり北海道北海道北海道北海道らしいらしいらしいらしい夏夏夏夏がやってがやってがやってがやってきききき    

ましたましたましたました。。。。    短短短短いいいい北海道北海道北海道北海道のののの夏夏夏夏をををを精一精一精一精一杯楽杯楽杯楽杯楽しめればとしめればとしめればとしめればと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

北北北北海道海道海道海道のののの春春春春はははは雪解雪解雪解雪解けとともにけとともにけとともにけとともに蕗蕗蕗蕗のののの薹薹薹薹がががが黄緑黄緑黄緑黄緑のののの姿姿姿姿をををを現現現現しししし、、、、梅梅梅梅とととと桜桜桜桜ががががいっきいっきいっきいっき    

にににに花花花花をををを咲咲咲咲かせかせかせかせ、、、、そのあとそのあとそのあとそのあとツツツツツツツツジやチュジやチュジやチュジやチュウウウウーリッーリッーリッーリッププププ、、、、芝桜芝桜芝桜芝桜、、、、すすすすずずずずらんがらんがらんがらんが綺麗綺麗綺麗綺麗にににに    

北海道北海道北海道北海道をををを彩彩彩彩りりりり、、、、これからはこれからはこれからはこれからはラベラベラベラベンンンンダダダダーやーやーやーやヒマワヒマワヒマワヒマワリがリがリがリが見見見見ごろになりますごろになりますごろになりますごろになりますねねねね。。。。    

今年今年今年今年こそはこそはこそはこそは機機機機会会会会があればがあればがあればがあればゆゆゆゆっくりっくりっくりっくり鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、いつもいつもいつもいつも見見見見るるるる    

時時時時期期期期をををを逃逃逃逃してしまいますしてしまいますしてしまいますしてしまいます。。。。    

    夏夏夏夏はははは体体体体がががが温温温温まりやすくまりやすくまりやすくまりやすく動動動動きもスムーきもスムーきもスムーきもスムーズズズズになりになりになりになり外出外出外出外出しやすいしやすいしやすいしやすい季節季節季節季節になりますになりますになりますになります。。。。そのそのそのその反反反反面紫外線面紫外線面紫外線面紫外線がががが強強強強かったりかったりかったりかったり、、、、水分水分水分水分

がががが不不不不足足足足がちになったりとがちになったりとがちになったりとがちになったりと注意注意注意注意しなければいけないこともありますしなければいけないこともありますしなければいけないこともありますしなければいけないこともあります。。。。食事食事食事食事とととと睡眠睡眠睡眠睡眠をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり取取取取りりりり夏夏夏夏ババババテしないようにテしないようにテしないようにテしないように外出外出外出外出

等等等等何何何何かかかか楽楽楽楽しみをしみをしみをしみを持持持持ってってってって過過過過ごしていきたいとごしていきたいとごしていきたいとごしていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

私私私私たちコミュニティホームたちコミュニティホームたちコミュニティホームたちコミュニティホーム白石白石白石白石のののの職職職職員員員員はははは、、、、介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設でのでのでのでの在宅復在宅復在宅復在宅復帰帰帰帰やリハビリテーションのやリハビリテーションのやリハビリテーションのやリハビリテーションの支援支援支援支援をしをしをしをし、、、、    

ごごごご利用者様利用者様利用者様利用者様やごやごやごやご家族家族家族家族、、、、ボラボラボラボランティンティンティンティアアアアのののの皆様皆様皆様皆様がいつもがいつもがいつもがいつも笑顔笑顔笑顔笑顔でででで明明明明るくるくるくるく楽楽楽楽しいしいしいしい施設施設施設施設づづづづくりをくりをくりをくりを目指目指目指目指してがんばってまいりましてがんばってまいりましてがんばってまいりましてがんばってまいりま

すすすす。。。。    



        

        

        

        夏夏夏夏夏夏夏夏とととととととと言言言言言言言言ええええええええばばばばばばばばそそそそそそそそううううううううめめめめめめめめんんんんんんんん！！！！！！！！！！！！！！！！簡簡簡簡簡簡簡簡単単単単単単単単ににににににににささささささささっっっっっっっっとととととととと作作作作作作作作れれれれれれれれてててててててて食食食食食食食食べべべべべべべべれれれれれれれれてててててててて美美美美美美美美味味味味味味味味ししししししししいいいいいいいいそそそそそそそそううううううううめめめめめめめめんんんんんんんん。。。。。。。。        

        そそそそそそそそんんんんんんんんななななななななそそそそそそそそううううううううめめめめめめめめんんんんんんんんののののののののおおおおおおおおいいいいいいいいししししししししいいいいいいいい食食食食食食食食べべべべべべべべ方方方方方方方方ををををををををごごごごごごごご紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介いいいいいいいいたたたたたたたたししししししししまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

                

        【【【【【【【【枝枝枝枝枝枝枝枝豆豆豆豆豆豆豆豆入入入入入入入入りりりりりりりり明明明明明明明明太太太太太太太太ママママママママヨヨヨヨヨヨヨヨそそそそそそそそううううううううめめめめめめめめんんんんんんんん小小小小小小小小鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢鉢】】】】】】】】        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

★★★★★★★★調調調調調調調調理理理理理理理理時時時時時時時時間間間間間間間間        ななんんとと！！1100 分分ででででききああががりり  

★★★★★★★★カカカカカカカカロロロロロロロロリリリリリリリリーーーーーーーー        116688 カカロロリリーー（（※※塩塩分分 1144ｇｇ））  

★★★★★★★★調調調調調調調調理理理理理理理理方方方方方方方方法法法法法法法法        ①①明明太太子子はは皮皮かからら身身をを取取りり出出しし、、ボボウウルルにに

入入れれててほほぐぐししまますす。。枝枝豆豆ははややわわららかかくくゆゆ

ででてて冷冷まましし、、ささややかからら出出ししまますす。。  

②②①①のの明明太太子子ににレレモモンン汁汁、、ママヨヨネネーーズズ、、めめ

んんつつゆゆをを加加ええ混混ぜぜ合合わわせせまますす。。  

③③そそううめめんんははゆゆででてて、、ザザルルににああげげ、、水水ででよよ

くくももみみ洗洗いいををししてて最最後後にに氷氷水水ににささっっとと

つつけけ、、そそののまままま水水気気ををききりりまますす。。  

④④②②ののボボウウルルにに③③ののそそううめめんんとと①①のの枝枝豆豆

をを入入れれてて和和ええ、、器器にに盛盛りり付付けけててででききああがが

りりでですす。。  

★★★★★★★★材材材材材材材材料料料料料料料料（（（（（（（（２２２２２２２２人人人人人人人人分分分分分分分分））））））））        

そそううめめんん・・・・１１束束    明明太太子子・・・・５５００ｇｇ  

レレモモンン汁汁・・・・小小ささじじ 11//22    枝枝豆豆・・・・おお好好みみでで  

ママヨヨネネーーズズ・・・・大大ささじじ 11  めめんんつつゆゆ・・・・大大ささじじ 11        

××××××××咽咽咽咽咽咽咽咽頭頭頭頭頭頭頭頭結結結結結結結結膜膜膜膜膜膜膜膜熱熱熱熱熱熱熱熱（（（（（（（（通通通通通通通通称称称称称称称称：：：：：：：：ププププププププーーーーーーーールルルルルルルル熱熱熱熱熱熱熱熱））））））））        

幼幼児児やや小小学学生生がが

かかかかりりややすすいい病病

気気でですす。。非非常常にに

感感染染力力がが強強くく感感

染染ししたた人人ののつつばば  

やや、、目目ややににをを通通ししてて伝伝染染すするるとと

考考ええらられれてていいまますす。。ウウィィルルススのの

進進入入部部位位はは主主ととししてて結結膜膜でですす。。

感感染染にによよりり発発熱熱・・咽咽頭頭炎炎・・結結膜膜

炎炎をを特特徴徴ととすするる急急性性熱熱性性疾疾患患でで

すす。。  

◎◎どどううややっってて予予防防すするるのの？？  

①①ププーールルかからら上上ががっったたらら目目やや手手  

をを洗洗いいううががいいををすするる。。ププーールル  

のの水水ををシシャャワワーーでで洗洗いい流流すす  

②②タタオオルル・・洗洗面面器器・・食食器器ななどど家家  

族族とと共共用用ししなないい        

××××××××食食食食食食食食中中中中中中中中毒毒毒毒毒毒毒毒        

        

        

        

        

        

細細菌菌ややウウィィルルススがが食食べべ物物にに付付着着

しし体体内内へへのの進進入入すするるここととでで、、主主

にに腹腹痛痛やや発発熱熱、、嘔嘔吐吐、、下下痢痢ななどど

のの消消化化器器官官のの症症状状がが現現れれまますす。。  

  

◎◎予予防防のの三三大大原原則則  

一一、、細細菌菌ななどどをを食食べべ物物にに  

つつけけなないい  

一一、、食食べべ物物にに付付着着ししたた細細菌菌をを  

増増ややささなないい  

一一、、食食べべ物物にに付付着着ししたた細細菌菌をを  

殺殺菌菌すするる        

××××××××熱熱熱熱熱熱熱熱中中中中中中中中症症症症症症症症        

高高温温環環境境ののももとと

でで労労働働やや運運動動をを

ししてていいるる時時にに体体

内内 にに 熱熱 がが たた まま

りり、、温温熱熱中中枢枢がが  

障障害害さされれ体体温温調調節節機機能能がが破破綻綻

しし、、体体温温がが異異常常にに上上昇昇しし肝肝臓臓、、

腎腎臓臓、、中中枢枢神神経経ななどどのの障障害害をを起起

ここすす病病気気でですす。。  

  

◎◎どどううややっってて予予防防すするるのの？？  

①①暑暑いい時時のの無無理理なな運運動動はは××  

②②急急なな気気温温上上昇昇にに気気ををつつけけるる  

③③ここままめめなな水水分分・・塩塩分分補補給給  

④④薄薄着着でで涼涼ししくく  

⑤⑤体体調調不不良良はは事事故故ののももとと  

        



        

        

                

        

 

Ｑ1．誤嚥
ご え ん

性肺炎とはなんですか？ 

Ａ1．食べ物や唾液を飲み込んだ時に誤って気管に入ることを誤嚥と言い食べ物や唾液を飲み込んだ時に誤って気管に入ることを誤嚥と言い食べ物や唾液を飲み込んだ時に誤って気管に入ることを誤嚥と言い食べ物や唾液を飲み込んだ時に誤って気管に入ることを誤嚥と言い
ます。そして、その食べ物や唾液に含まれる細菌が気管から肺へ入り、ます。そして、その食べ物や唾液に含まれる細菌が気管から肺へ入り、ます。そして、その食べ物や唾液に含まれる細菌が気管から肺へ入り、ます。そして、その食べ物や唾液に含まれる細菌が気管から肺へ入り、
肺炎を引き起こした場合に誤嚥性肺炎と言います。肺炎を引き起こした場合に誤嚥性肺炎と言います。肺炎を引き起こした場合に誤嚥性肺炎と言います。肺炎を引き起こした場合に誤嚥性肺炎と言います。    
また、胃から逆流した胃液などで肺炎を引き起こした場合も誤嚥性また、胃から逆流した胃液などで肺炎を引き起こした場合も誤嚥性また、胃から逆流した胃液などで肺炎を引き起こした場合も誤嚥性また、胃から逆流した胃液などで肺炎を引き起こした場合も誤嚥性

肺炎と言います。肺炎と言います。肺炎と言います。肺炎と言います。    
 
Ｑ2．口腔ケアと誤嚥性肺炎の関係は？ 
Ａ2．誤嚥した場合でも口の中の細菌が少なければ誤嚥した場合でも口の中の細菌が少なければ誤嚥した場合でも口の中の細菌が少なければ誤嚥した場合でも口の中の細菌が少なければ    
        少ないほど誤嚥性肺炎に少ないほど誤嚥性肺炎に少ないほど誤嚥性肺炎に少ないほど誤嚥性肺炎になる可能性は減少します。なる可能性は減少します。なる可能性は減少します。なる可能性は減少します。    

口腔ケアを行っていれば誤嚥性肺炎の発症率は口腔ケアを行っていれば誤嚥性肺炎の発症率は口腔ケアを行っていれば誤嚥性肺炎の発症率は口腔ケアを行っていれば誤嚥性肺炎の発症率は    
低下します。低下します。低下します。低下します。    

 
Ｑ3．口腔ケアをすれば誤嚥性肺炎の発症はなくなりますか？ 
Ａ3．残念ながら口腔ケアを一生懸命しても誤嚥性肺炎の発症がなくなる残念ながら口腔ケアを一生懸命しても誤嚥性肺炎の発症がなくなる残念ながら口腔ケアを一生懸命しても誤嚥性肺炎の発症がなくなる残念ながら口腔ケアを一生懸命しても誤嚥性肺炎の発症がなくなる

ことはありません。口の中の細菌がことはありません。口の中の細菌がことはありません。口の中の細菌がことはありません。口の中の細菌が 0000 個になることはないからです。個になることはないからです。個になることはないからです。個になることはないからです。
どんなに清潔にしていても細菌はどんなに清潔にしていても細菌はどんなに清潔にしていても細菌はどんなに清潔にしていても細菌は 1000100010001000 億個以上いると言われていま億個以上いると言われていま億個以上いると言われていま億個以上いると言われていま
す。口腔ケアをしていないとす。口腔ケアをしていないとす。口腔ケアをしていないとす。口腔ケアをしていないと 1111 兆個以上にもなります！！兆個以上にもなります！！兆個以上にもなります！！兆個以上にもなります！！    
口腔ケアをすると誤嚥性肺炎の発症を口腔ケアをすると誤嚥性肺炎の発症を口腔ケアをすると誤嚥性肺炎の発症を口腔ケアをすると誤嚥性肺炎の発症を 40404040％も予防することが出来る％も予防することが出来る％も予防することが出来る％も予防することが出来る
と言われています。と言われています。と言われています。と言われています。    

＊一口メモ＊ 
日本人の死亡原因の第日本人の死亡原因の第日本人の死亡原因の第日本人の死亡原因の第 3333 位は位は位は位は肺炎です。その中の肺炎です。その中の肺炎です。その中の肺炎です。その中の 95959595％は％は％は％は 65656565 歳以上の高歳以上の高歳以上の高歳以上の高    
齢者です！高齢になると食べ物を飲み込む力も弱くなり誤嚥をしやす齢者です！高齢になると食べ物を飲み込む力も弱くなり誤嚥をしやす齢者です！高齢になると食べ物を飲み込む力も弱くなり誤嚥をしやす齢者です！高齢になると食べ物を飲み込む力も弱くなり誤嚥をしやす    
くなります。少しでも誤嚥性肺炎にならないように日々の口腔ケアをくなります。少しでも誤嚥性肺炎にならないように日々の口腔ケアをくなります。少しでも誤嚥性肺炎にならないように日々の口腔ケアをくなります。少しでも誤嚥性肺炎にならないように日々の口腔ケアを    
心がけましょう！心がけましょう！心がけましょう！心がけましょう！    
 

－お問い合わせ－－お問い合わせ－－お問い合わせ－－お問い合わせ－            

リハビリテーション部リハビリテーション部リハビリテーション部リハビリテーション部    言語聴覚士：魚住言語聴覚士：魚住言語聴覚士：魚住言語聴覚士：魚住    仁美仁美仁美仁美        ＥメールＥメールＥメールＥメール chsreh@keijinkai.or.jpchsreh@keijinkai.or.jpchsreh@keijinkai.or.jpchsreh@keijinkai.or.jp    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

ホームページにコミュニティホーム白石の色々な情報・お知らせなどをホームページにコミュニティホーム白石の色々な情報・お知らせなどをホームページにコミュニティホーム白石の色々な情報・お知らせなどをホームページにコミュニティホーム白石の色々な情報・お知らせなどを    

掲載しております。ぜひご覧下さい！！掲載しております。ぜひご覧下さい！！掲載しております。ぜひご覧下さい！！掲載しております。ぜひご覧下さい！！    
    

ホームページホームページホームページホームページ：：：：    ｈｔｔｐｈｔｔｐｈｔｔｐｈｔｔｐ://://://://ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ....ｋｅｉｊｉｎｋａｉｋｅｉｊｉｎｋａｉｋｅｉｊｉｎｋａｉｋｅｉｊｉｎｋａｉ....ｃｏｍｃｏｍｃｏｍｃｏｍ////ｃｃｃｃ----ｓｈｉｒｏｉｓｈｉｓｈｉｒｏｉｓｈｉｓｈｉｒｏｉｓｈｉｓｈｉｒｏｉｓｈｉ    

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス：：：：    ｋｏｍｉｓｉｒｏ＠ｋｅｉｊｉｎｋａｉｋｏｍｉｓｉｒｏ＠ｋｅｉｊｉｎｋａｉｋｏｍｉｓｉｒｏ＠ｋｅｉｊｉｎｋａｉｋｏｍｉｓｉｒｏ＠ｋｅｉｊｉｎｋａｉ....ｏｒｏｒｏｒｏｒ....ｊｐｊｐｊｐｊｐ    

編集後記：編集後記：編集後記：編集後記：暑中お見舞い申し上げます。夏！毎年札幌の大通で開催されているジャズフェス暑中お見舞い申し上げます。夏！毎年札幌の大通で開催されているジャズフェス暑中お見舞い申し上げます。夏！毎年札幌の大通で開催されているジャズフェス暑中お見舞い申し上げます。夏！毎年札幌の大通で開催されているジャズフェス

ティバルが始まりました♪ティバルが始まりました♪ティバルが始まりました♪ティバルが始まりました♪    サックスに興味がある私サックスに興味がある私サックスに興味がある私サックスに興味がある私はははは今年も大通にジャズを聴きに今年も大通にジャズを聴きに今年も大通にジャズを聴きに今年も大通にジャズを聴きに出か出か出か出か

けて行きますけて行きますけて行きますけて行きます。。。。    そして夏の終わりには“能”を観に小樽へ。お着物でそして夏の終わりには“能”を観に小樽へ。お着物でそして夏の終わりには“能”を観に小樽へ。お着物でそして夏の終わりには“能”を観に小樽へ。お着物でお出かけしようかなお出かけしようかなお出かけしようかなお出かけしようかな

～？なんて考えている私でした・・・～？なんて考えている私でした・・・～？なんて考えている私でした・・・～？なんて考えている私でした・・・                                                                        Ｋ・ＴＫ・ＴＫ・ＴＫ・Ｔ    


