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わたしたち はあとふるあたご は、 “人” を一番大切にします。 



宿泊研修 ～ｉｎ月岡～  
 9 月 14、15 日、月岡温泉で宿泊研修が行
われました。 
 新潟、新発田、三条など、様々な事業所
から参加者が集まり、初めて会う職員もたくさ
んいて、最初はみんな、大変緊張していまし
た。 
 そんな中、まずは自己紹介から研修が始ま
りました。その後、席を離れゲーム形式の研
修に移ると、講師の中山課長の軽快なトーク
もあり、少しずつ会話が増えていきました。い
つの間にか、ゲームで1位を獲得しようと全員
が必死になっていました。最後のゲームでは、最初の緊張はどこへやら、全員で考え、
相談し、協力し合いながら、夢中で取り組んでいました。 

 この研修では、コミュニケーションの大切さ
や、全員が同じ気持ちで同じ目的に向かうこ
との大切さを学ぶことができました。全員が同
じ気持ちで同じ目的に向かうことで、一人で
は出せない強い力が生まれると思いました。
そのためには、普段から、細かなことでもコミュ
ニケーションを取り、相手をよく知り、自分をよく
知ってもらうことが大切だと感じました。 
 研修の後には温泉、そして楽しい懇親会。
研修ですっかり仲良くなった仲間や他のチー
ムの人たちとも楽しく過ごすことができ、また一

つ交流の輪が広がりました。この研修で学んだことを日々の業務に活かし、実践して
いこうと思います。 

デイサービスセンター河渡本町 米内山 寛規 

 

（２） 



デイサービスセンター河渡本町 

●☆ドライブ☆ 

 午後のレクリエーションの時間、皆様と一緒に“護国神

社”へ参拝に出かけました♡ 

 運良く、結婚式を挙げた綺麗な花嫁さんや、七五三の子

供さん、お宮参りの赤ちゃんも観ることが出来ました

（*^_^*） 

 お客様は、どんな願いを込め

て、お参りされたのでしょう

か？ 

 と っ て も 良 い 笑 顔 で す

ね！！！！ 

 皆様に、福がおとずれますよ

うに……♡ 
 

  デイサービスセンター河渡本町          野口 晴代 

電話 ０２５－２５０－３００１  FAX ０２５－２５０－３０１０ 
 

グループホーム新津 

●秋の文化祭♪ 

 11 月の 3、4 日と、

文化祭を開催しまし

た。 

 初日の悪天候にも

かかわらず、たくさん

の方が訪れてくださ

り……。ホームの人口密度が、250%の賑わいとなりました。 

 いやはや、盛り上がり最高！ お伝えしきれませんので、写真から想像して下さい。 
 

  グループホーム新津        渡邊 やよひ 

電話 ０２５０－２１－２８８８  FAX ０２５０－２１－２８８９  
（３） 



デイサービスセンターさかえ 

●弥彦神社へ行って来ました 

 10 月 21 日、秋の外出レクリエーションとして弥彦神

社へ行って来ました。 

 事前に弥彦神社についての話を職員がお客様にして

いたため、車中では、早く着かないかなと楽しそうなご

様子でした。 

 車窓から見えた紅葉の始まりがとても綺麗で、より一

層、秋の訪れを感じました。 

 到着後、一人ひとりがお賽銭を手に握り、全員でお参

りを。 

 お参りの様子も皆さん様々で、短い方や長い方もいらっしゃいました。 

 お昼は鳥居近くのお店で刺身定食を頂き、お客様から「美味しい！ 美味しい！」と感激の声

も出ていました。鳥居を見ながら美味しい食事を食べ、

楽しい時間を過ごしました。 

 昼食後は、お孫さんやご家族、ご近所の方のためにと、

お土産を選ぶ姿がまた楽しそうでした。 

 午後からは“道の駅国上”にて、足湯に浸かって疲れ

を癒し、「足湯はいいものだねー」「身体が温かくなった

よ」のお声を聞き、こちらも嬉しくなりました。 

 最後に大鳥居を車中からくぐる時には、自然とお客様

が手を合せる姿が見られ、職員も慌てて手を合わせ、帰

路に着きました。 

 お客様からは、次はどこへ行くのかと、早くも次回への期待の声を頂きました。これからも楽

しい企画を考えていきたいと思います！！ 

  デイサービスセンターさかえ          小野澤 浩美 

電話 ０２５６－４５－７７３５  FAX ０２５６－４５－７７３９ 
 

居宅介護支援課 

●地域でつなごう介護の輪！ 

 高齢化が進むなか、介護保険サービスの利用を希望する方は日々増えて

います。 

 
 
介護を必要とする方の状況はさまざまです。 

・認知症があり、身の回りのことを行うことが困難 
・外出する機会が減り、閉じこもりがち 
・高齢で一人暮らし、または介護者も高齢である、など…… 

 昔からよく言いますが、「遠くの親戚より、近くの他人」。この言葉、

介護を必要とする方にとっては大事なことかもしれません。 

「最近見ないけど、何しった？」 

「腰が病めるって言ってたけど、塩梅（あんばい）なじらかね？」 

 こんな会話が交わされる地域環境こそが、必要なのではないかと思い

ます。 

 これからの高齢化社会においては、ご近所同士の関わりあいこそが、

大きな力を発揮していくのではないでしょうか。 
  

居宅介護支援センター河渡本町     南 洋子 
 

（４） 



 

 
 
「第 36 回・国際福祉機器展を見て」 

株式会社コラボ 代表取締役社長 
秋元 幸平 

 第 36 回国際福祉機器展が、9 月 29 日から 3 日間、東京ビッグサイ

トで開催されました。 

 国内最大の福祉機器展ですが、不況の影響で昔ほどの賑わいが消え、入場者数も、以前の 13

万人が 10 万人。車いすの来場者もめっきり少なくなりました。 

 介護保険が始まったころは、出展社は「是非わが社の製品を見て下さい！」と口角泡を飛ばし

て説明し、来場者は何か商売に結びつく商材はないかと、血眼で会場内を回っていたものです。 

 ところが今回、出展社は新商品が少ないため元気がなく、来場者もがつがつした感じがなく、

静かでおとなしい展示会になってしまい、とても残念です。 

 そんな中、注目を集めた商品は、

パナソニック社の「ロボティック

ベッド」でした。なんと、ベッド

がそのまま車いすに変身する画

期的なシステムです。ベッドメー

カーの担当者もびっくりした商

品でした。まだまだ頭を使えば、

良い商品が出来るんだなと感心

しました。 した。 
  

福祉用具課 福祉用具課 

●先月に引き続き、「介護食」のご紹介です ●先月に引き続き、「介護食」のご紹介です 

 今回ご紹介するのは、“EPU-rich（エプリッチ）”という商品で

す。 

 今回ご紹介するのは、“EPU-rich（エプリッチ）”という商品で

す。 

 噛む力や飲み込む力に配慮した、ゼリー状食品です。  噛む力や飲み込む力に配慮した、ゼリー状食品です。 

 エネルギーとタンパク質の補給ができるように考慮されており、

デザート感覚でお召し上がりいただけます。  

 エネルギーとタンパク質の補給ができるように考慮されており、

デザート感覚でお召し上がりいただけます。  

  

  

  

  

  

  

 お試し品をご用意いたしますので、

お気軽にスタッフまでお問い合わせ

ください。 

 お試し品をご用意いたしますので、

お気軽にスタッフまでお問い合わせ

ください。 

  

福祉用具課 福祉用具センター新発田    吉村 正 福祉用具課 福祉用具センター新発田    吉村 正 

福祉用具センター柳都大橋  ０２５－２２８－５００２ 福祉用具センター柳都大橋  ０２５－２２８－５００２ 

                  福祉用具センター新 発 田  ０２５４－２３－１１７３                   福祉用具センター新 発 田  ０２５４－２３－１１７３ 
  

（５） （５） 

定価 200 円（税込） 

福祉用具レンタル・販売/住宅改修のお問合せは…



訪問介護課 

●シリーズ「ヘルパーさんって！?」其の七 “ヘルパーと一緒にスッキリ！” 

 訪問介護の内容で、「衣類の整理」という項目があります。 

 だんだん寒さが増して来た今日このごろですが……。まだ夏物の衣類な

どが、お部屋の隅に見え隠れしているのでは！？ 

 足腰が難儀で片づけるのがおっくう……。重ね着をするから薄手のもの

でもいい、などあるかと思います。 

 そんな時、ヘルパーが衣類の整理をお手伝いをする事ができるのです。 

 活発に動かれる方には、ご一緒に片づけたり……。動く事が困難な方には、お声掛けさせてい

ただいたり、ご指示願ったりします。 

 冬物と夏物の入れ替えをしたり、こたつを出す、ストーブを出すなどのお手伝いもできます。

ただし、あくまでお独り暮らしの方が主となります。また、火の取り扱い

や、電気を入れる、消すなどの問題も生じてきますので、ご家族や関係各

者とのお話合いも重要となってきます。 

 

※まずは、ヘルパーまたはケアマネージャーにご相談ください！ 
 

  訪問介護ステーション          横井 清彦 

電話 ０２５－２２８－５００４  FAX ０２５－２２８－４０００ 
 

デイサービスセンター城北町 

●お庭をリニューアルしました！ 

 デイサービスセンター城北町に、レイズドベッド仕様の庭が完成

して早や半年。春夏と、わたしたちの目を楽しませてくれ、おいし

い野菜を収穫させてくれた庭も、そろそろ秋冬用の手入れが必要と

なってきました。 

 そこで、庭を施工してくださったコメリホームセンターの方にも

お手伝いいただき、お客様と一緒に庭のリニューアルを行いました。 

 秋から冬へと長く楽しむことができるビオラやパンジー、葉牡丹

などの寄せ植えをし、春が待ち遠しいチューリップの球根を植えま

した。手馴れた手つきでお花や苗を植えてくださるお客様、さすが

です（＾＾） 

 畑には、新しい野菜のひとつ「プチベール」を植え、今

後の昼食のお楽しみとしました。 

 当日は秋晴れとなったこともあり、お客様とともに、気

持ちよい汗をかくことができました。 

 作業が終わった後は、庭を眺めながらのティータイム。

これからの庭作りに夢が広がる、お客様とわたしたちです。 
 

  デイサービスセンター城北町          伊藤 郁子 

電話 ０２５４－２１－３３３０  FAX ０２５４－２１－３３３５  
（６） 



デイサービスセンター坂井東 

●ぶどう狩りに行ってきました♪ 

 10 月の 5～7 日の 3 日間、白根グレープガーデンへ「ぶ

どう狩り」に行ってきました。 

 今年も、色々な品種のぶどうが、たくさん実っていまし

た。 

 まずは記念撮影。

ぶどうと一緒に一枚。 

。 

 続いて散策。ぶど

う棚の下を通りふれあい広場へ。ヤギやうさぎを見て楽し

みました

 少し寒くなってき

たので、休憩をとりま

しょうと、ぶどう棚の下へ移動。ぶどう 2種類、おせんべ

い、お茶をいただきました。お土産も、ぶどうをはじめ、

ジャムやオリジナルグッズなど種類豊富で、お客様も選ぶ

のが大変なご様子。でも、その表情はとても楽しそうでも

ありました。 

 また来年も行きましょう♪ 

  デイサービスセンター坂井東        五十嵐 陽子 

電話 ０２５－２６８－８８８０  FAX ０２５－２６８－８８８７ 

デイサービスセンター松浜 

●おいしい物の話 

 台風で延期になったりもしましたが……。10 月の外

出行事は、聖籠町の高

橋巨峰園さんにおじゃ

まして来ました。 

 数種類のぶどうを試

食し、お土産もあれこ

れと選び、楽しんでき

ました。ほかにも、地物のからし漬け、いちじく、栗、梨など

が販売されていて、そちらも人気でした。 

 今年は、お手洗いが車椅子用にリフォームしてあり、高橋巨

峰園さんにはすっかり顔なじみの“はあとふるあたご”になり

ました。 

 「今度はいちご狩りが楽しみだね」「梨狩りはいつだっけね？」

と、おいしい物の話はまだまだ続くのでした。 

デイサービスセンター松浜        金子 ひろみ 

電話 ０２５－２５５－７７０１  FAX ０２５－２５５－７７０５ 

（７） 



  

総務部 経理財務課  齋藤 正明 
 

 新潟市立湊小学校（中央区古町通十三番町）の裏手に、小高い丘

あるのをご存じでしょうか？ 今回は、この丘についてのお話です。 が 
―それでは、木陰亭さんに語ってもらいましょう。― 
「あの丘は、日和山と言ってな。昔は、新潟市街が見渡せる名所

じゃった。さらにその昔は、港町新潟には無くてはならない場所

だったんじゃ。あの丘の斜面に、「新潟港水先案内水戸教発祥地」

という柱が建っていたのを覚えておるじゃろ。この“水戸教”と

いうのが何だかわかるかな？ ん？ 茨城の宗教じゃと？ 惜し

い！ と言いたいところじゃが……。大外れじゃ。今は“ミトキョ

ー”と読んでおるが、あれは元々、“ミトオシエ”と読んだ。昔は、

河口のことを“水戸（みと）”と言っての。その水戸の水先案内を

する人たちを、水戸教（みとおしえ）と云ったんじゃ。水先案内

とは何かって？ 江戸の昔は……。沖に回船が見えると、水戸教の人が小船に乗って迎えに行っ

た。で、船頭に代わって舵を取り、回船を港まで引き入れたんじゃ。港は目の前に見えてるのに、

よその土地の船頭さんじゃ、港に船を入れることができなかったんじゃよ。なぜだかわかるか？ 

新潟の港は、信濃川の河口にできた川港じゃ。川の上流からは土砂が運ばれてくる。運ばれてき

た土砂は、河口に積もって水の下で小山をつくる。しかも、上流に降る雨の具合で川の流量が変

わると、水の下の山が動くんじゃな。山の頂上の水深は、人の背が立つほどしかない。そこへ船

が乗りあげたら大変じゃろ？ なにしろ同じ場所でも、朝と夕方で深さが違ったそうじゃからな。

案内なしではとても恐ろしくて入って来れんかったわけじゃよ。つまり、海の下に道があったと

いうことじゃな」 
 

グループホーム五泉 

●お好み焼きパーティー♪ 

 寒さも増し、天候も悪くなり、外出も控え目となってきたこのごろ
ですが……。グループホーム五泉では、調理レクリエーションを行っ
ています。 
 そんなある日、お客様と一緒に、お好み焼きパーティーを開きまし
た。 
 
「んーダメね。何年も作っていないから、上手く反せないわ」 
「昔は、よく作ったんだけど……」 

 
 などと言われながらも、クルッ、クルッ
と、慣れた手つきでお好み焼きを反してい
くお客様……。 
 そして完成！！ 
 色々な形はあるけれど、お味はバツグン（*^_^*） 
 皆さん、お好み焼きを頬張り、「おいしいね」と笑顔。 
 これからも、お客様の笑顔が沢山見られるよう、支援させていただ
きたいと思います。 

  グループホーム五泉          若月 陽子 

電話 ０２５０－４１－１６１０  FAX ０２５０－４１－１６１１ 
 

（８） 



デイサービスセンター横越 

●秋の大運動会 

 10 月といえば、スポーツの秋！ ということで、デイ

サービスセンター横越では、『大運動会』を行いました。 

 赤組青組に分かれての応援合戦から始まり、競技では、

大玉送り・玉入れ・パン喰い競争・リレーなど。 

 なつかしさもあって、みなさま一生懸命参加してくだ

さり、「負けら

んない！」と

各競技大盛り上がり！ 

 皆様のお顔は、真剣だったり、笑顔いっぱいだった

り……。応援にも熱が入り、楽しい運動会になりまし

た。 

 ちなみに、今年は赤組が勝利しました。さて来年は？ 

 皆様、また楽しみましょう！！ 
 

  デイサービスセンター横越        大久保 友恵 

電話 ０２５－３８３－２２３５  FAX ０２５－３８３－２２３６ 
 

デイサービスセンター水原・ショートステイ水原 

●年下のお友達がたくさんできました 

 10 月末、京ヶ瀬中学校のみなさんが一日遊びに来てくださいました(*^^)v 

 髪を乾かしたり、お茶を出したり、車椅子を押したり……。色々なお手伝いをしてくださいま

したよ♪(^^)_旦~~ 

 お孫さん世代、お客様によってはひ孫さんの世代

になるのでしょうか？ 青春真っ只中（?!）な中学

生たちに、お客様も若さとパワーを分けてもらった

ようで……。とてもイキイキとした表情でお話され

ていましたヽ(*^_^*)丿 

 最後には中学生が、風船で作ったキリンやウサギ

を、お客さま全員にプレゼントしてくれました☆ 

思いがけないプレゼントに、お客様の表情も自然と

綻んで、和やかな雰囲気となりました(＾u＾?) 

 今回、はあとふるあたご水原に来て下さった皆さん!! 水原の町で私たちを見かけたときは、

ぜひぜひ声をかけて下さいね？ 
 

  デイサービスセンター水原・ショートステイ水原        山口 綾香 

電話 ０２５０－６２－８８８８（デイ） ０２５０－６２－８８８６（ショート） 

FAX ０２５０－６２－８８８７（デイ・ショート共通） 
 

（９） 



デイサービスセンター柳都大橋 
 
●テレビが取材に来たよ～ 

 デイサービスセンター柳都大橋には……。 

 ペットワールドの学生さんたちが、年 2回、イヌ

やネコなどの動物を連れて来所してくれます。今話

題のアニマルセラピーですね。 

 やはり、チョット苦手なお客様もいらっしゃるよ

うですが……。そんなお客様も、少し離れた所から

興味深

そうに

見てらっしゃいます。何よりも、皆さんの笑顔がと

ても輝いていて、癒されてる～って伝わってきます。

もちろん、職員もご相伴です。 

 この日は、NST さんも取材に来てくださいました。

もう放送されましたが、皆さん良い笑顔で映ってま

したよ。やっぱり、子供と動物には勝てませんね～。 
 

デイサービスセンター柳都大橋        松浦 浩子 

電話 ０２５－２２８－５０１０  FAX ０２５－２２８－３３３５ 
 

グループホーム三条 

●食の秋 

 去る 10 月 28 日（水）、加茂市にある日本料理店

「きふね」にて、秋の食事会を行いました。 

 ご家族様の参加も頂き、料理もおいしく、天気も

申し分なく、とても楽しい会となりました。 

 お客様の食欲

も、ご馳走を前に

して素晴らしく

増進。 

 「はらくっちぇ～」と、横になる方も満足気です。 

 残念ながら、全員の参加というわけにはいきませんでした

が、大勢で食事を楽しんで、秋の空気も一緒に吸ってという

体験は、「やはり良いものだなぁ」と思いました。 

 無事に外出が終了しましたのも、ご参加いただいた皆様の

ご協力があったからだと思っております。 

 本当に有難うございました。 
 

  グループホーム三条            難波 淳 

電話 ０２５６－３６－５５５５  FAX ０２５６－３６－５５５６  
（１０） 



  

 

『７つの健康習慣を実践しよう ～健康長寿のために～』 

 日本人の平均寿命は 83 歳で、女性は世界で初めて 86 歳を超え、日

本は世界一の長寿国といわれています。長生きはたいへんすばらしい

事ですが、一方で、加齢に伴い様々な問題も起きています。 

 65歳以上で要介護の認定をうけている人は、約430万人おられます。

その主な原疾患には、脳血管疾患（脳梗塞、脳出血）、認知症、関節疾患、骨折などがあり

ます。高齢になっても寝たきりにならないように、日頃どの様なことに気をつければよい

のでしょうか？ 

 肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病は、生まれつきの体質や、遺伝的な要因にも関

係している場合もありますが、食習慣（食べすぎや、塩分の取りすぎ、飲酒のし過ぎ）、運

年以上の方々には、健康長寿の実現のために是非参考にしていただきた

と思います。 

 

    ～摂取カロリーを意識する～ 

        ～愛飲家は要注意～ 

７）適正な睡眠時間(7～8 時間) ～睡眠は体の修復タイム～ 

 

（１１） 

動習慣、睡眠、休養のとり方などの生活習慣にも関係していると考えられています。 

 アメリカ・カリフォルニア大学のブレスロー博士は、約 7,000 人を対象として、様々な

生活習慣と身体的健康度（障害、疾病、症状など）との関係を調査しました。その結果、

７つの健康習慣が健康度に関係していて、この健康習慣を守っている人ほど病気にかかる

人が少なく、平均寿命が長かった事を発見しました。７つの健康習慣は、特別なことでは

ありませんが、容易な様でなかなか実行できない場合もあるでしょう。生活習慣病を予防

し、元気に過ごすには、7 つの健康習慣が実践できているか、確認してみてはいかがでし

ょうか。特に中高

い

☆☆ ７つの健康習慣 ☆☆ 
 
１）適正体重を維持する

２）朝食を毎日食べる 

３）間食をしない       ～甘党は要注意～ 

４）過度の飲酒はしない

５）定期的に運動する 

６）喫煙をしない              ～百害あって一利なし～ 

 



 
 
  
 デイサービスセンター坂井東は、11 月 1 日を持ち

まして、5 周年を迎えることができました。 

 

 翌 11 月 2 日、「絆～愛いっぱいの時間を」をテー

マに、約 40 名のお客様、ご家族様をお招きし、感謝

祭を催させていただきました。お客様と職員の絆、

お客様とお客様の絆、またご家族様や地域の方との

結びつきを大切にしていきたい、という願いが出発

点でした。そして、ご家族様の疑問や不安にこたえ

る時間にできたらいいなと考えました。 

 いったいどんなご飯を食べているのか、どんな職

員がいるのか、どんな時間を過ごしているのか……。

そんな思いに応えるべく、実際に体操を経験して頂き、また音楽療法の職員による演奏も聞い

て頂きました。 

 スライドでは、懐かしい笑顔をたくさん見ていただきました。 

 厨房職員も腕をふるってくれました。 

 センターの職員全員によるハンドベルとリコーダ

ーの演奏の時には、あちらこちらから歌声が聞こえて

きて、職員も大変驚き、感動しました。ありがとうご

ざいました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

 さて、６年目のデイサービスセンター坂井東がスタ

ートしています。お客様の声に耳を傾け、今後もます

ますお客様との絆を深めて参りたいと思います。よろ

しくお願い致します。 

 

 

デイサービスセンター坂井東 高橋 優子 

 
簡単おいしい☆お手軽レシピ  

 
＜材料＞1人前 

たら…１切れ 

しめじ…1/6 パック 

花型人参…1 個 

玉ねぎ…20ｇ 

塩・こしょう…少々 

酒…小 1 

醤油…大 1/2 

 
 
 

■具を包んで焼くだけ！  
■たらの味が出て、美味しい 
 一品です。

 
 
 
 
 

１．たらに塩コショウを振り、2,3 分置きます。 

２．アルミホイルを大きめに切り、薄く切った玉ねぎを敷く。 

３．その上にたらを載せ、さらに花型人参、しめじを載せる。 

４．調味料を振りかけ、アルミホイルの口をしっかりと閉じる。

５．オーブントースターで 15 分焼いて、出来上がり！ 

 
 

 

 

 

※「しょうゆ・酒」の他に、「しょうゆ・バター」
でも美味しいです。 
 
※デイサービスセンターでは、12 月 9 日の献立
に出てきます（一部事業所を除く）。お楽しみに♡

デイサービスセンター河渡本町  田中 京子 
 

～ご意見・ご感想をお寄せ下さい。～ 
 

＜連絡先＞はあとふるあたご 新潟市中央区新島町通三ノ町 2284 番地 電話 025-228-5000 FAX025-228-4000 

＜編集委員＞南 洋子／中山 卓／荒木 幸子／横井 清彦／岡田 健／齋藤 正明／富樫 亜希子 

（１２） 


