フ ロア内 全体 に響き

手 を行っ た際 には、

てお ります 。

ドも お配り し

さて十月は… ？ ニ ニ
0 三年三月まで実 施
予定ですので、お楽しみに！メニューカー

き 、職員 の合 図で拍

渡 る程の 歓声 が起こ

バックナンバー

月に よって は

昼食や おや つに関

もご ざいま す

りました。

し ても、 いつ もとま

ので 、興味 の

九月二十五 日（日）に 敬老会を 開催致

た雰 囲気が違う 為「豪華で 美味しい ！」

ある 方は栄 養

しました。

より、例年開催させていただいていた様々

と召し上がって下さる方が多くいらっしゃ

士ま でお声 掛

皆 様の笑顔で 包まれたか らこそ、 来年

今年度も新 型コロナウ イルスの 影響に

な イベントが 残念ながら 中止とな ってし

いました。

し んでいただ けるイベン トを考え 記念写

度は もっと笑顔 が多く溢れ たイベン トに

永年勤続者表彰

けくださいね。

ま いました。 感染対策を 考慮しな がら楽

真 の撮影会や 、敬老会特 別メニュ ーの昼

して いきたい。 そう思える 今年度の 敬老

九月、 永年勤続 の職員十名 を表彰い た

しました。

つ時間を掛け壁画を完成させました。

思 いを込めて 、ご利用者 の皆様と 少しず

の 気持ちを写 真に収めた い！」と いった

語 ～食で 伝える 武士 の念 お( も い) ～』 を
実施 中です。毎 月馴染の深 い有名な 戦国

より 、年間イベ ントとして 『戦国武 将物

給 食委託会社 グリーンハ ウスの提 案に

勤続五年……ニ名

勤続十年……四名

献立の年間 イベント

会でした。

食やおやつの提供をさせて頂きました。
フロア毎で 開催し、撮 影時はご 利用者
の みマスクを 外して頂き 、職員は 少数に
し て感染予防 に努め行っ た今年度 ですが、

各フロ

武将 に焦点を当 て、武将に 所縁のあ る土

勤続十五年…四名

ア最高齢

地の 料理や食材 を使用した 献立を提 供し

「 少しでも皆 で盛り上が りたい！ 」「そ

の方に対

六 月は島津義 弘、七月は 徳川家康 、八

ております。
束を贈呈

月は 毛利元就、 九月は武田 信玄でし た。

しては花

させて頂

リハビリ通信

今 回は 、いく つか 認知 症のリ ハビ リを 紹介し

かしい音楽を聴くこと で過去を

と同 時に 、混乱 や不 安を 解消す る効 果が ありま

テーション、運動療法 （体にも

他にも、リアリティ オリエン

思い出し、リラックス すること

す。 この 効果に より 認知 症前の 良い 性格 などが

脳にも効果あり）など がありま

たいと思います。

現れることもあると言われています。

す。また、単独で行う のではな

ができます。

②認知 刺激 療法 …五 感を刺 激し て、 脳の 活性化

く、色々なものを組み合わせながら提供します。

①回想 法… 過去 を思 い出し 、脳 を活 性化 させる

ド キドキ する 方も いるか もし れま せん。 人は 長
や精神の安定化を図ります。

ただ、 認知 症が 進行す ると 上記の リハ ビリ を行

『認知症になってしまったら

生 きした らい ずれ かは認 知症 にな るもの です 。

③音楽 療法 …記 憶力 や過去 を思 い出 す力 のこと

認知症 にな って しまっ たら とい うタイ トル で

～リハビリはできる？できない？～』

以 前、認 知症 対策 につい て季 刊誌 に載せ たこ と

うこと も難 しく なった り、 介助量 が増 大し たり

ご本人 もご 家族 も笑顔 で過 ごせる よう にし てい

けでは 頑張 らず 、ピー スプ ラザに 頼っ て頂 き、

といっ たこ とも 出てき ます 。その 時に は家 族だ

を指 す回 想力を 向上 させ る効果 があ りま す。懐

暑か った 夏 も終 わり 、虫 の 声が 聞こ える 季 節に な

編集後記

が ありま すが 、代 表的な もの とし て、ア ルツ ハ
イ マー型 認知 症が ありま す。 これ は、脳 で生 成
されるβ ア-ミロイドという物質が老化等 により、
排 泄でき ずに 脳に 溜まり すぎ ると 発症す ると い

きましょう。

■府中市地域包括支援センターみなみ町

り まし た。 先 日の 中秋 の名 月 には 、き れい な お月 様

■府中市地域包括支援センターかたまち

わ れてい ます 。で は、認 知症 にな ってし まっ た

■高齢者在宅サービスセンター

を 見る 事が で きま した 。皆 様 はご 覧に なら れ まし た

■居宅介護支援事業所

か？

■介護老人保健施設

ら リハビ リは でき るのか ？・ ・・ できま す。 身

ピース プラザでも秋のイベ ントとして、「敬 老会」
が 行わ れま し た。 ご利 用の 皆 様に は、 写真 撮 影を 行
う 事を 伝え る と朝 から 、ソ ワ ソワ され てい ま した 。
カメ ラを向 けると皆 様素敵 な笑顔 をされて いまし た。
写 真の 出来 上が りが 楽し みで す。
コロ ナ渦 の ため 、な かな か 思う よう にイ ベ ント 毎
が 出来 ませ ん が、 皆様 のご 協 力の より 元気 に 過ご す
事 が出 来て い ます 。一 日で も 早く 元の 生活 に 戻れ る
こ とを 職員 一同 待ち 望ん でい ます。
季節 の変 わ り目 です ので 、 体調 等に 気を つ けて お
過 ごし 下さ い。
［行 事企 画委 員］

〒183-0021
府中市片町2-16-1
電話 042-336-5775（代表）

体 的なリ ハと 大き な違い は、 主た る目標 が【 回
復 する】 とい った ことで はな く、 【症状 を悪 化
させないようにする】【進行を遅延する】といっ
た事がリハビリの目標になってきます。
リハビ リの 効果 として は【 落ち 着いた ね】 、
【 笑顔が 増え たね 】とい った 内部 的な変 化な の
で 、身体 に対 する リハビ リと 少し 異なり 、目 に
見 えてわ かる こと は、少 ない かも しれま せん 。
認 知症に 対す るリ ハビリ は様 々な 方法が あり 、
認 知症だ から リハ ビリは でき ない と思わ なく て
も大丈夫です。

ピースプラザ

医）清新会

