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お買い物へ！レッツゴーだ！

～ 今月の1枚 ～

気分転換にショッピングー！
り出掛け ました。普段 からとっても 仲よ
しのＡ様 、Ｓ様と一緒 に、車中も会 話が
弾み、あっという間に到着しました。
店内に 入ると、何を 買おうか決め てい
たＡ様は 買い物カゴを 押しながら品 物を
次から次 へ選び入れ、 Ｓ様は迷いに 迷い
旦那さん と一緒に食べ るお菓子を買 われ

紅葉の季節が来ました。大泉町の

１ １月１１日から 秋のお買い物 レクが

ました。お二人ともニコニコされながら、

「泉の杜」へ紅葉を見に出かけまし

始ま り、今回は太田 のベイシアシ ョッピ

「こうい う場所で買い 物出来なくな って

た。澄んだ空と紅葉の赤・黄色のコ

ング モールへ行って きました。普 段なか

しまったから、今日は楽しかった」とおっ

ントラストは実に綺麗です。清々し

なか 外へお買い物に 出かける機会 がない

しゃって 頂きました。 今後もこのよ うな

い空気を体中に取り込んで、ゆっく

為、 入居者の皆様に とってもお買 い物レ

レクをと りいれていき たいと思いま す。

クは 外に出て気晴ら しができる大 変良い

何かご要 望があれば遠 慮なくスタッ フに

りと秋を感じながら散策を楽しみ、
充実した1日となりました。

機会 になりました。 お買い物レク 初日は

お声かけ ください。

晴天 。しかし風は冷 たく、コート を羽織

（M・K 、Y・N）

対策！ノロウイルス
感染性胃腸炎にご用心！
寒さ 深ま り、 乾燥 がひ どく なっ て
く ると 感染 性胃 腸炎 が流 行す る季 節
で す。 ノロ ウイ ルス に汚 染さ れた 食
品 （二 枚貝 、特 に生 かき ）を 十分 に
加 熱せ ずに 食べ たり 、感 染し た人 の

感染 源を 処理 する 際、 素 手で 触れ ず

手 洗い 後は 清潔 なタ オル やペ ーパ ー

に使 い捨 ての 手袋 やエ プ ロン を着 用

で拭き取ります。

し、新聞紙 やペーパータオルに 0.1ml

2「加熱」は食品の中心の温 度が85
主症状は、2～3日で軽くなる。

度1分以上行います。

抵 抗力 の弱 い方 は、 重症 化や 脱水
症状になりやすく油断は禁物です！
症 状が 軽く なっ ても 、2～ 3週 間は

そ の場 に残 った ウイ ルス が乾 燥し て

有し 、排 出し てい る場 合も あり ます。

空 中に 舞い 上が り、 ほこ りと 一緒 に

感 染力 の強 いノ ロウ イル スの 対策
は３つあります。

の家 庭用 台所 用塩 素漂 白 剤を 含ま せ
拭き取ります。

3「消毒」は「加熱消毒」 の他に、

使用後の手袋・エプロン・ペーパー

家 庭用 台所 用塩 素漂 白剤 が有 効で す。 はビ ニー ル袋 に入 れ、 し っか りと 袋
ア ルコ ール に対 し抵 抗性 が強 いた め

糞便 中に ウイ ルス を排 出し 続け ます。 アルコール消毒はあまり効果が見ら

嘔 吐物 や糞 便の 不適 切な 処理 によ り、 人に よっ ては 、自 覚症 状が 現れ ず保

口 に入 る事 など によ り感 染し ます 。

れています。

処理後は部屋は十分に換気します。
感染源を処理した後、対処した人は

れません。
・日 常予防 消毒 液

の口を縛ります。

0.02％ ：2Lの

48時間は感染の有無に注意します。

水 に対 し、 家庭 用台 所用 塩素 漂白 剤
をペットボトルの蓋2杯分

1 「手洗い」は石鹸 を良く泡立て、

・嘔 吐物 処理 等感 染源 への 消毒 液

「ハッピーバースデー」
を 歌い なが ら、 し っ

0.1％：500mlの水 に対し 、家 庭用

か り手 洗い し、 感 染

・潜伏期間：12～48時間

よく 手を 20秒以上洗 いま す。「 ハッ
ピー バー スデ ー」 を歌 いな がら 洗う

台 所用 塩素 漂白 剤を ペッ トボ トル の

性 胃腸 炎を 予防 し て

・症状：嘔吐・下痢・発熱等

とち ょう ど20秒 くら いに なると 言わ

蓋2杯分

いきましょう！

接 触・ 経口 より 感染 後、 人間 の腸 管
内で増殖し、発症します。

マイベスト～私の○○～！
今月のマ イベス トは映 画で
も音楽でもなく…タナゴです！
雑魚釣り が好き で野池 や用
水 路などで よく釣 りをし ます
が 、数ある 淡水魚 の中で も、
鯉 の仲間「 タイリ クバラ タナ
ゴ 」が私の 一番の お気に 入り。
釣るもヨ シ、食 べるも ヨシ
の このタナ ゴです が、４ ～６
月 の繁殖期 になり ますと 、オ
ス だけが「 婚姻色 」と呼 ばれ
る と ても
色鮮やかな
体色に変化
します。そ
れはもう

「ム ハッ！！ 」とす る程 の、
見と れてしま う美し さ。 まる
で宝石のようですよ。
自宅でも飼 育していますが、
飼育 環境下で は婚姻 色が 出に
くいそうです。
繁殖期には釣場へレッツゴー
…と いきたい ところ です が、
関東 地方では 近年の 開発 と水
質汚 染の為、 個体数 が激 減し
てい るのです 。その 貴重 さ故
に、 誰も釣れ るポイ ント を教
えて くれない という 無情 感。
そ ういった ことの 全て が愛
おしいのです。（は～と）
（ Y・ H)

スタッフより一言
先日子供の野球の大会があり、
私がおすす めするのは 、「平野 屋」
と いうお蕎麦 屋さんです 。お蕎麦 屋さ
ん ですが、人 気のメニュ ーはらー めん
なのです。お餅の入った『力らーめん』
で 、スープは あっさり鶏 ガラ醤油 の佐
野 ラーメン。 麺はもちも ちと弾力 があ
り 、お餅が２ 個も入って いるので 、食
べ 応え抜群で す。大変人 気があり 、い
つも行列 ができて い
るので、 平日に行 く
のがおす すめです 。
混雑時は 合い席に な
るほどで す。
（M・W）

明和の河川敷で試合をしました。
子供たちの元気なナイスプレーに
応援も力が入り、子供達も４勝し
城西小ペガサスが優勝しました。
私 の三 男も2年 生なが ら出 場し、
初めての金メダルを頂き、誇らし
げに笑ってくれ
ました。野球人
生は始まったば
かり、これから
も応援し続けた
いです。
（T・K）

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。

「地域交流事業」

「11月15日七五三御膳」

今月の地域交流事業は「初心
者アロマテラピー講習会」。公
益社団法人日本アロマ環境協定
認定セラピストの浅井明美先生
に指導していただき、アロマオ
イルを使ってハンドトリートメ
ントを行いました。ラベンダー
の香りに包まれて、血行がとて
もよくなり、手だけでなく体もぽっか
ぽかになります。温かい人の手が触れ
ることで、癒される効果もありました。
最後に美味しいハーブティーをいただ
いて、とても和んだ時間でした。

１１月に入り、ラッパーズのお
食事でもお刺身提供が解禁となり
ました！毎年、皆様の安全安心を
考慮し、６～１０月までお休みさ
せていただいているお刺身メニュー。
第一弾は七五三の日に「七五三御
膳」として、お赤飯と共にご用意致しました。心待ちされ
ていたお刺身だけでなく、お赤飯も大好評。いつもはご飯
を軽く盛り付ける入居者様も、一口二口多めに召し上がる
姿が見られました。これから５月まで、さまざまな形でお
刺身のメニューをご用意していきたいと思っております。

「猛練習！」

「小学生慰問」
沢野小の4年生達がラッパー
ズを訪問、ダンス・歌を各階
にて披露して頂きました。そ
の後、入居者様と会話を楽し
みながら、１２月のカレンダー
作りを行いました。嬉しそう
な笑顔がたくさん見られまし
た。

只今、１２月１３日（金）の
杉の子保育園児とのクリスマス
会に向け、ハンドベルの練習に
励んでおります。園児のパワー
に負けない素敵なベルの音色を
皆様にお届け出来ますよう、頑
張りますので、楽しみにしてい
て下さいね。

「クリスマスのはり絵」

「毎朝の日課」
体操は健康づくりのもと！毎
朝１０時半より１時間程、体操
やレクリエーションを行ってお
ります。昼食前ということもあ
り、体を動かす事によって、きっ
とお食事もよりいっそう美味し
く感じて頂けることと思います。

１２月と言えばクリスマス❤
入居者様がクリスマスのはり絵
を創り始めました。
ここの飾りは何色にしようかな
ど一緒に考えながら進めていま
す。素敵なクリスマスになると
いいですね♪

１９日（木）地域交流事業セミナー付

クリスマスメニュー＆ケーキ

すみし空

２５日（水）

Ｅ・Ｙ

幾重にも見ゆ

かじ切れず

見学会「福寿草を創ろう」

文芸コーナー

クリスマス会

陽射さぬうちに

１３日（金）杉の子保育園交流

秩父連山

老女の車 いす

里はまだ

風強く

４日（水）昼食バイキング

Ｔ・Ｋ

【四方山話】 ▼年 も過ぎ ゆく 師走 の頃、 世間 の楽 し
みはクリスマス。子供達はプレゼント を楽しみに、恋人
同士は逢瀬のために。家族はクリスマ スの料理に舌鼓。
楽しいクリスマスの飾りといえば、ク リスマスツリー…
もありますが、リースも人気。玄関に 飾り、魔除けとし
ても使えるのである。▼リースは元々 、悪魔が家に入ら
ないようにし、家庭に幸せを運ぶ必須 アイテムだったそ
う。日本でいえばしめ縄がこれにあた る。不浄を払い寄
せ付けない。▼クリスマスが終われば もう年末。除夜の
鐘を聞きつつ、今年一年を締める頃。 除夜の鐘は人の心
の煩悩を祓うためにつくといわれてい る。仏教では人の
煩悩は百八つとされているが、これは 諸説ある。人間の
感覚からくる三十六個の煩悩に前世、 今世、来世の三つ
をかけて百八という考え方もあるが、 いわゆる「数えき
れない程沢山」という意味でもあるそうだ。

☆ １２ 月の 予 定☆

【編集後記】１２月になり街中はイルミネーションで彩られ、店内はクリスマスソングが流れるようになりました。イルミネーションに関
しては千葉県のドイツ村がオススメです。機会があれば是非行ってみて下さい。気がつけば今年もあと１カ月、今年はどんな１年を過ごし
ましたか？又、やり残した事はありませんか？一年間ありがとうございました。そして来年もよろしくお願いします。
（加須・中村工業）

