大好評

日介ケアセンター西新井 レクリエーション

日介ケアセンター西新井で行っている毎月のレクリエーションで、ご利用
者と作る「おやつレク」は大変ご好評をいただいています。毎回、 簡単で
おいしい をモットーに、季節感のあるおやつを考えています。今回は、今
までのおやつの中で「もう一度食べたい、リクエストおやつ」を投票で選ん
で作ることにしました。
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結果は、1 位・じゃがいもおやき、2
位・蒸しパン、でした。
「おいしいわね」
との声をいただきました。
また、遠足もご好評いただいてい
るレクリエーションの 1 つです。
日介ケアセンター西新井は半日デ

協力して

蒸しパン

を作りました

イサービスのため、外出レクで行ける場所が近場に限られてしまいます。昼
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食をご利用者同士で召し上がる機会もありません。外出をもっと楽しんでい
ただき、違う曜日の方との親睦も兼ねる目的で、年 2 回、春と秋に自費の遠
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足を催しています。
今年の春は江戸東京博物館に行ってきました。実物大で復元された日本橋
を渡ると江戸の町の大きなジオラマ。その精密さに皆さん感心されていまし
た。見学の後は、
待望のランチとお買い物です。当日はあいにくの雨でしたが、
天候に左右されない屋内でしたので楽しんでいただけました。
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帰り道は満開の桜並木。
「桜のトンネルねー」と喜んでいただけました。
独りではなかなか訪れることが
ない場所にも行けるので、皆さん
遠足を楽しみにしてくださってい
ます。行き先選びは大変ですが、
ご利用者の笑顔でまた頑張ろうと
いう気持ちになります。職員一同、
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今後も取り組んで参ります。
上・下右：江戸東京博物館館内にて
下左：皆でいただく食事はやっぱ
り美味しい！
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こんな取り組みをしています！「ヘルパー研修」
日介センター代々木では介護技

せた研修を行い、またヘルパー同

づきがあり、日頃の自分自身の介助

術と対人援助のスキル向上のた

士情報交換をしながらサービスの

を振り返る良い機会になりました。

め、定期的にヘルパー研修を行っ

改善についても勉強しています。

ています。

車椅子移動の研修では、実際に

座学では法改正に伴う介護保険

外出して行います。車椅子の介助

制度や、事故や緊急時の対応、感

だけではなく、乗車しご利用者の

染症や食中毒などその時期に合わ

立場を体験することで、新たな気
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日介ケアセンター成田東
新緑の井の頭自然文化園へ！

公園正門前に集合▶

日介ケアセンター成田東では頻

きり」といった方々もいらっ

繁に外出を行っています。月に 1

しゃり喜んでいただけました。

回は普段より少し遠方へ出かけて

アジアゾウの「はな子」は

おり、5 月は井の頭自然文化園へ

残念ながら昨年亡くなって

行ってまいりました。不安定な天

しまいましたが、井の頭自然文化

れてきてください

候が続き、雨が降らないか心配で

園には他にも見どころがたくさん

ました。モルモットは人に慣れて

したが、当日は天候に恵まれ、園

あります。モルモットとのふれあ

おとなしく、撫でてあげると気持

いコーナーは子どもたちで大変に

ちよさそうにしていました。
リスの小径では、ご利用者の足
元を放し飼いのリスが横切り、可
愛らしい姿を見せてくれました。
カピバラを見た際には、あんな大
きなネズミの仲間がいるのかと大
変驚かれました。

内を気持ちよく散策することがで
ぎわっていて入ることができませ

今後もご利用者に楽しんでいた

「近くに住んでいるけれど行っ

んでしたが、飼育員さんのご厚意

だけるイベントを開催していきた

たことが無い」
「小さい頃に行った

で、場外に数匹のモルモットを連

いと思います。

きました。

紹 介
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入ったビギナークラスでは、お子さんから年配の方まで幅
広い生徒さんが楽しんでいて、長く通うようになりました。

日介センター目黒
趣味 が意欲的な毎日の原動力
堀井和子さん

昭和 6 年生まれ

今では楽譜も読めるようになり、ハワイアンミュージック
も弾けるようになりました。それにとどまらず、
「電子キー
ボード」も独学で演奏しています。

目黒支店のご利用者で目黒区

「写真」はご近所の写真ク

にお住まいの堀井和子さんをお

ラブに所属して、定期的に

訪ねしました。笑顔が若々しくお

展示会に出品されています。

元気に見えますが、お伺いする

その腕前はプロ並で、ギャラ

と若い頃から病気がちで持病も

リー作品のようで

あり、長期入院や手術も何度か

す。
「 墨 絵 」 やご

されてきたそうです。その後の定期的な通院と薬の服用

主人と一緒に始め

により、今は安定した状態です。病気がちで自宅で安静に

た「油絵」の素敵

している時間が長かったのですが、そこは持ち前の性格か

墨絵と、紙粘土で作ったご主人の像

ら前向きにとらえて自宅での時間を有効に使い、様々な趣

な作品が玄関やお

部屋に飾ってあります。
「料理」

味にチャレンジしてきました。

「裁縫」
「編み物」
「習字」なども

たくさんの趣味の一部をご紹介します。

お得意とのことで、
「どれも子ど

「ウクレレ」出会いは偶然でした。駅前のかわいいク

もの頃から両親に教わったり見

マのぬいぐるみに惹かれて入ったお店がサザンオールス

ご主人と一緒に描いた自画像

ターズの関口和之さんのウクレレのお店でした。試しに参

になっている」と語ってくださっていたのが印象的でした。

加した教室は若い人が多く、またご自身では楽譜も読め
なかったので、諦めようかと思ったそうです。でも改めて

たりしてきたことがすべての基礎

多趣味 が生活の支えになっている、と笑顔で話して
くださいました。

熱中症の予防について〜高齢者は特にご注意を〜
近年ニュースなどで取り上げられるようになった
熱中症は、室内・室外問わず、高温多湿な環境の中
で身体が適応できない時に起こります。気温がそれ

＊例えば……
朝食前／朝食後／午前中／昼食前／昼食後／

ほど高くない日でも、湿度が高い日や風が弱い日、

お茶の時間／夕食前／夕食後／入浴前／入浴後

身体が暑さに慣れてない時などは注意しましょう。

／就寝前

熱中症患者のおよそ半数が高齢者（65 歳以上）と
いわれていますので、特に注意が必要です。

上記のタイミングでコップ 1 杯の水分を取る
と、合計コップ 11 杯になります。

熱中症の予防は様々な方法が紹介されていますが、
今回は水分補給についてご紹介します。
喉が渇いてから水分補給するのではなく、時間を
決めて水分補給をして、意識的にこまめな水分補給
を心がけましょう。

汗をかいた時にはスポーツドリンクや多少塩分の
含まれた水分を補給しましょう。
※水分・糖分・塩分等の摂取制限をされている方
は医師に相談しましょう。

教育事業課からのお知らせ

【あい〜と】の紹介

介護福祉士実務者研修
★受講生募集★
●受講スケジュール
コース
第３回
第４回
第５回
第６回

スクーリング日

開講期間(無資格者の場合)

平成２８年度の介護福祉士国

医療的ケア

家試験から実務者研修の修了

2017 年 8 月 1 日～

9/5(火) 9/7(木) 9/12(火)

10/3(火) 10/5(木)

2018 年 1 月 31 日

9/19(火) 9/21(木) 9/28(木)

10/10(火) 10/12(木)

が義務付けられました。

2017 年 9 月 1 日～

10/1(日) 10/7(土) 10/8(日)

10/22(日) 10/28(土)

介護福祉士を目指す上で必要

2018 年 2 月 28 日

10/14(土) 10/15(日) 10/21(土)

10/29(日) 10/31(火)

な資格です！

2017 年 9 月 15 日～

10/20(金) 10/23(月) 10/27(金)

11/21(火) 11/22(水)

お持ちの資格により、受講科目

2018 年 3 月 14 日

10/30(月) 11/10(金) 11/17(金)

11/29(水) 11/30(木)

の一部が免除されるため、開講

2017 年 10 月１日～

12/5(火) 12/6(水) 12/7(木)

12/13(水) 12/19(火)

2018 年 3 月 31 日

12/8(金) 12/12(火) 12/15(金)

12/21(木) 12/25(月)

●受講料(※税込み

期間が異なります。

テキスト代 13,824 円含)

無資格

143,424 円

初任者研修・ヘルパー２級

89,424 円

ホームヘルパー１級

67,824 円

介護職員基礎研修

46,224 円

お申込み・お問い合わせは…

（株）日本介護センター 教育事業課
TEL 03-5365-9821 FAX 03-5365-9822
Email info3@nikkai-center.co.jp
URL http://www.nikkai-center.co.jp/

介護職員初任者研修も
実施中！
お気軽にお問い合わせ
ください♪
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足立区西新井 1-38-18 コーラルコート 1 階
足立区竹の塚 5-1-14
足立区西綾瀬 2-7-9 西綾瀬プラザ 101
杉並区大宮 1-3-12 ギャレリア杉並 203 号室
武蔵野市吉祥寺南町 2-29-10 三成参番館 4 階
目黒区祐天寺 2-16-1 倉方ビル 103
豊島区長崎 1-28-23 Muse 西池袋 201
杉並区成田東 5-39-12 グローリーハイツ南阿佐ヶ谷 A101
足立区島根 3-1-17 メゾン NAOI 1 階
足立区竹の塚 4-9-5 エーデルブルーメカワチ 107 号
杉並区永福 4-2-10 CASAFIORITA101
北区赤羽 1-60-9 宝ビル 1F（日介センター永福 赤羽営業所）

花 畑
本 木
西新井
六 町
島 根
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TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

03-5851-3373
03-5845-5700
03-5888-6341
03-5831-6963
03-5831-3511
03-6383-6050

足立区花畑 6-16-1
足立区本木 1-20-5
足立区梅島 3-31-8 トラウムハイム 1 階
足立区南花畑 3-33-1
足立区島根 2-30-23 エーデルブルーメ島根 2 階
杉並区成田東 5-34-16 サンヒルズ石田 1 階

日介ケアセンター

記事にありますように、特にこれからの
季節は、熱中症を防ぐために水分補給を心
がけましょう。体内の水分が 2％失われる
と運動能力が低下しはじめるのだそうです。
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