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ウキウキわくわく！
～ 今月の1枚 ～

ショッピングセンターでお買い物！
年間行事 の一環としまし て、「買い物
ツアー」を 行いました。今 回はご入居者
様お一人に 対しスタッフ一 名が付き添い、
買い物の補 助をさせて頂き ました。食品
はもちろん のこと、日用品 や衣服を購入
されたり、 気の合うお友達 やスタッフと
スイーツを 楽しんだ方もお られました。

Ｓ・Ｓ様の作品

「実 際に 商品 を 手に 取り 、そ して 欲し
い物を選ぶ 」当たり前のよ うに聞こえま

ちょっと休憩、目の保養。

今月ご紹介するのは、屋上庭園
に咲いた花々を撮影した作品で

す が、 とて

手 に入れるだけ でなく、その過 程も含め

も 意義 のあ

ご 入居者様に楽 しんで、また喜 んで頂け

る こと だと

る 機会をこれか らもご提供でき るよう考

す。よ～く目を凝らして見てく
ださい！ちょっとした不思議に

思 いま す。

えていきたいと思っております。

気が付きますか?

欲 しい 物を

（Ｎ・Ｋ）

暑い夏を乗り切ろう

を一 杯飲 んで おい た方 が 熱中 症や 脳
梗塞予防になります。
熱 中症 の症 状で 軽い もの は、 の ぼ

知っておきたい熱中症対策！

せや 湯あ たり に近 いも の 中等 度で 吐

梅 雨が 明け れ ば、 いざ 夏本 番の 季

化熱 で体 を冷 やし ます 。体 の深 部に

にな ると 高体 温が 続き 意 識障 害か ら

節 が到 来し ます 。梅 雨明 け頃 に特 に

溜ま った 熱は 血液 に載 せて 体表 に運

死に 至る ケー スも あり ま す。 体調 に

注 意が 必要 なの が熱 中症 です 。そ こ

んで 皮膚 表面 の血 管を 拡張 して 体温

異変 を感 じた ら早 めに 医 療機 関の 受

で 改め て、 熱中 症に つい てい くつ か

を逃 がし ます 。し かし 、高 齢に なる

診を される ようお すすめ します 。

の予防や注意点をあげてみました。

につ れて 汗を かき にく くな り、 体温

（Ｓ・Ｋ）

き気 、食 欲不 振、 嘔吐 倦 怠感 、重 度

熱 中症 とは 、 体温 のコ ント ロー ル

調節 が上 手く でき なく なり ます 。ま

が出 来な く

た、 喉の 渇き を感 じに くい ので 水分

表 へ伝 えに くい ので す。 不眠 状態 が

なっ た状 態

補 給 が 滞っ て 脱

続 いた 時も 起こ しや すい ので 注意 が

の事 をい い

水 症 状 を起 こ し

必 要。 数日 かけ て熱 中症 が進 行し 急

ます。

やすくなります。

に倒れてしまう事もあります。

暑 くな る

血 流 量 が少 な く

居 住 環境 とし て温 度は 二十 八度 以

と私 達は 汗

な っ て いる の で

下 湿度 は七 十％ 以下 が熱 中症 にな り

をか き、 気

こ も っ た熱 を 体

に くい 環境 の目 安で す。 眠る 前に 水

マイベスト～私の○○～！
「だが、 それで も俺は この生
田スタジ オにガ キ共の ための
千年王国を造ろうと思う」
その言葉 が全て の始ま りだっ
た。堀っ 立て小 屋のよ うな現
場、予算 も少な ければ 、撮影
機材も足 りない 。番組 をやろ
う にも 、組
合 は労 働者
の 人権 を優
先 する 。赤
字 続き で映
画 への 情熱
も 失っ てし
ま った 会社
で は、 止め

られ るわけ がない 。なら 外に
飛び 出して 作り上 げてや る。
助け てくれ る誰か を思い 描い
てい た自分 のため にも。 諷爽
と現 れて嵐 のよう に戦っ て、
そし て去っ ていく ヒーロ ーを
作る 。情熱 に掻き 立てら れる
よう に様々 な男た ちが、 意見
を交 わし、 葛藤、 対立し なが
ら、 命をか けて男 たちは 、子
供た ちに「 ヒーロ ー」の 姿を
示し た。そ れが、 誰もが 知っ
てい る「仮 面ライ ダー」 の始
ま り。私 のマイ ベスト は、
「仮 面ライ ダーを つくっ た男
たち」です。（Ｔ・Ｍ）

スタッフより一言
いよいよ、夏本番。戸外の活動
私のお勧め は「終わ りのない歌 」と
いう本です。
僕にとって は群馬県 出身のバン ドと
言 えばローグ です。デ ビュー僅か 五年
で 解散したの ですが、 良い曲が多 いん
で す。ボーカ ルの奥野 敦士はその 後、
俳 優としても 活躍。そ の後、不慮 の事
故 によ り 、 半身 不 随
に 。ギ タ ー も一 生 弾
け ない 、 歌 が歌 え な
い ・で も 彼 は諦 め な
か った の で す。 そ ん
な 彼の 復 活 への 物 語
です。（Ｈ・Ｍ））

が多くなり、ビールが美味しい季
節です。汗をかいたら水分補給を
忘れずに。水よりも麦茶やスポー
ツ飲料の方が体への吸収は良いで
す。皆様！飲み過ぎ、食べすぎに
は気をつけましょう！（Ｙ・Ｓ）

ラッパーズ太田の行事や日常風景を写真にまとめました。

「セレクトメニュー」

「ゆであげ！うどん」
１８ 日の昼食セ レクトメ
ニュ ーは、皆様 から見て
右側 が「煮込み ハンバー
グ」 、左側が「 チキンの
バジ ル焼き」と 洋食風と
なっ ており、入 居者様ひ
とり 一人にどち らかを選
択し て頂きまし た。入居
者様からは両方食べたい

２６日昼食は「湯切り讃岐うどん」
をご用意しました。ぶっかけうどん、
ざるうどん、かけうどんの３種類か
ら選べ、お好みの天ぷらを添えます。
もちもちし
た歯ごたえ
とつるつる
の食感が、
くせになり
そうなおい
しさです。

というお声があったりなど、洋食レストランに来たかのよ
うな気分を味わって頂けたのではないでしょうか！！

「焼きたて餃子」

「地域交流事業」
セミナー付見学会を毎月行っ
ております。６月のテーマは、
堀江病院リハビリテーション
科の理学療法士による「意外
と知らない!?姿勢の重要性」。
地域の皆様と一緒に、真剣に
体操に取り組んでいらっしゃ
いました。

１３日の昼食は、ダイニン
グで焼き立て餃子の実演が
行われました。中には一緒
に餃子を作って下さる入居
者様もいらっしゃいました。
アツアツの餃子を召し上が
られ、出来立てで美味しかっ
たとお声を多く頂きました。

「フラワーアートクラブすいせん」

「グリーンカーテン」
本格的な夏に向けて、今年
もグリーンカーテンが始ま
りました！恵みの雨をうけ
て、すくすくと順調に成長
しております。梅雨が明け
るころには、涼やかな木蔭
が期待できそうです。

制作に励んでおりました「矢車
菊」が完成しました！切った花
びらが細く、コテをあてるのに
苦戦！うっかりすると焦げてし
まいますが、そこは皆様も慣れ
たところ。見事に花びらのニュ
アンスを表現しました。

２０日（土）地域交流セミナー
「夏の花を創る」１３時半～

手で書いた

おやつ（アイス）

屋上の花

２４日（水）昼食そうめん＆

文芸コーナー

１８日（木）セレクトメニュー

なかなかかけぬ

７日（日）七夕メニュー（昼食）

かないあんぜん
Ｔ・Ｍ

秋衣ふたたび

（９時３０～厨房）

ふるえては

４日（木）給食施設指導

たんざくねがう

そめかえて

２日(火）セレクトメニュー

Ｔ・Ｋ

【四方山話】 ▼織姫と彦星が一年に一度、再開を
許される日とされた七月 七日の七夕。元々は旧暦の
七月十五日の夜に戻って くる祖先の霊に着せる衣服
を用意しておく習慣があ り、棚に機で織った衣服を
備えることから「棚機（ たなばた）」という言葉が
生まれたそう。▼「この 味がいいねと君が言ったか
ら七月六日はサラダ記念日」俵万智さんの一首がきっ
かけで、記念日という言 葉が定着したそう。おおげ
さなことではなく、日常 のささやかな幸せが大切な
記念日になる。初々しさ が詰まった一首は、同時に
少々のはかなさも感じら れる。▼この時期の旬とい
えばしょうがにみょうが 。旬を大切にするのも四季
のある国ならではだが、 みょうがを食用にしている
のは日本だけだという。 香りの強いものは好みが分
かれるせいか、美味しい時期ほど買うと高い。

☆７月の予定☆

【編集後記】
梅雨も明けず、むし暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。この時期は、食べ物が腐りやすいので、食中毒には気をつけて
下さい。生ものや賞味期限に気をつけ、なるべく早めに食べるように心掛けて下さい。
これからますます暑さが厳しくなり熱中症や脱水症の危険も増しますので、出掛ける時は、水分補給をこまめに行うなど対策を心掛けて楽
しいひとときをお過ごし下さい。（愛）

