
2020年4月号

レストア川崎

３月３日（火）はひな祭りでした！

利用者さまに、ひな祭りの作品を沢山作って

頂きました（＾＾）また素敵なものばかりな

ので載せさせて頂きました！

この日の昼食は散らし寿司でしたよ！

「綺麗！」との声を頂きました♪



・４/６（月） ４/１６（木） ４/２１（火） ひばりの会

・４/１３（月）～１８/（土） お誕生日会

・４/９（火） 寿司バイキング ・４／２２（水） 手作りおやつ

施設からのお知らせ

適
度
な
運
動

今月の予定

毎日、適度な運動をして、バランスのよい食事を取り、体の調子を

整えましょう。家でじっと座っていると、筋肉はどんどん衰えていきます。

激しい運動をする必要はありません。散歩をしたり、買い物に出掛けたり、

掃除や洗濯などの家事を行なうだけでも効果的です。急に活動量を

増やすと体調を崩す事がある為、少しずつ増やしましょう。

このコーナーでは不定期に通所職員のインタビューをお届けしています！

第7回目のゲストは通所リハビリ２年目の佐藤正子さんです！

～３月１９日 川崎市某所～

広報担当：こんにちは正子さん、早速ですが確か、正子さんは秋田出身でしたよね！

佐藤職員：こんにちは。そうなんです。秋田出身なんですよ～！たまになまってるって

利用者様から突っ込まれます。自分では分からないんですけね（＾＾；；

広報担当：秋田の方言ってどんな感じでしょうか？

佐藤職員： そうですねぇ。では野菜で「ぼんほら」

「でご」って なんだと思いますか？

広報担当： ・・・・ん～、なんだろう、ゴボウとか

（？？） 佐藤職員： 実は「ぼんほら」は「かぼちゃ」、

「でご」は「大根」 「でご」は「大根」なんですよ～！

他にも「台所」は、

「みんじゃ」って言うんです！！

広報担当： 全然ちがいましたね（＾＾；でも、

とても面白いですね。

他にも色々知りたくなりますね！

佐藤職員： またいつでも、聞いてくださいね～（＾

＾）／



2020年5月号

レストア川崎

夜空の下の、桜です♪

満開の桜の下には色とりどりの

チューリップが咲いています゜♪

今年は早く咲き始めた桜、咲いてから寒くなり、驚く事に雪も降りましたね！

寒さのおかげで長く咲いてましたね♪レストア内でも利用者さまが

桜を咲かせてくれましたよ！色んな桜が咲いてます（＾＾）

手作りおやつでは

「フルーツポンチ」でした！4/9（木）「お寿司の日」でした。



・５/４（月） ５/１２（火） ５/２１（木） ひばりの会
(現在音楽鑑賞の形で実施しています。）

・５/１1（月）～５/１6（土） お誕生日会

施設からのお知らせ

今月の予定

新型コロナウィルスの流行により、4月7日に緊急事態宣言が出された事を受け、当施設でも、

三密（密閉・密集・密接）を避けるため、現在、予防対策として、以下のとおり実施しており

ます。

・検温（送迎前、到着後、昼食後） ・手洗い、手指消毒の徹底

・マスク着用 ・送迎車及び施設フロアの換気

・グループリハビリは、集合の形をとらず自席で体操

・趣味活動は、オセロ・囲碁・将棋等、対面でのプログラムの中止

・飛沫感染防止のため、カラオケの中止

・昼食、おやつ時、対面にならない様な座席配置 等

以上、ソーシャルディスタンスをできるだけ保てるように、対策をしていますが、排泄・入浴

の機会などは、現場では、それを守ることは、実際にはかなり難しい状況です。感染防止・拡

大防止のため、是非、ご自宅でも手洗い・衛生管理の徹底をお願いいたします。

ご家族様も、ご心労が多いことと思いますが、体調崩さぬよう気をつけていただけたらと思い

ます。

ご家族様に体調の悪い方、発熱がある場合には、速やかにご連絡頂けると幸いです。

皆様の、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

１月に全国書画展覧会に利用者様が

応募しました！５名応募し、皆様が賞を取

りましたよ（＾＾）是非、皆様も書道に

チャレンジしみてはいかかでしょうか？



2020年6月号

レストア川崎

子供の日の昼食は、関東弁当でした。

たまにはお弁当も良いですよね♪

皆様喜んでいらっしゃいました！

レストア川崎は令和２年５月１日で、

２１年目を迎えました。お祝いにお

赤飯が出ましたよ♪

利用者様から寄贈して頂きました！

とても立派な素敵なかぶとですよね！！

玄関に飾らせていただきました（＾＾）

手作りおやつは「あんみつ」でしたあんこ

や、抹茶ゼリー美味しいですよね♪



施設からのお知らせ

感
染
予
防

今月の予定

口腔清掃はウィルス感染の水際対策です。

新型コロナウィルスは口からもやってきます。手洗い・うがいに加え丁寧な

歯磨きを心がけて下さい。また、舌を磨く事もウィルス感染の予防にも

効果があります。寝る前などは殺菌力のある洗口剤、

（市販薬、デンタルリンス、リステリン、モンダミン等）を

使用すると良いと思われます。 歯科衛生士 池田

５/２（土） 職員の川上さんが「篠笛」で演奏しました！

１曲目は岩手県の民謡 「南部牛追唄」

２曲目は沖縄の子守唄 「童神」～「わらびがみ」と呼びます～

３曲目は「千の風になって」 ４曲目は「りんご追分」

やはり、生演奏は素敵ですね♪皆様、うっとりと聞いていらっしゃいました！

・６/1（月） ６/９（火） ６/１８（木） ひばりの会
(現在音楽鑑賞の形で実施しています。）

・６/１５（月） ～ ６/２０（土） お誕生日会

熱
中
症

蒸し暑い日が多くなりました。マスクも使用している為、熱がこもり易くなります。

脱水症・熱中症に注意しましょう。

・体内に熱がこもらないように服装で調節する。

・水分を積極的に取る。

・エアコンを使い室温を26℃～28℃に保ち、湿度を40～60％に調整する。

・対面で窓を開け、風の通り道を作る。 エアコンでは換気出来ない為、

コロナ対策で換気は必要です。



2020年7月号

レストア川崎

５月２６（火）はスペシャルおやつでした！

４ヶ月に一度のペースであります。

この日に当たった方はラッキーですよね（＾＾）

ソースがハート♥になっていて、とても好評でした

６月１８（木）は紫陽花御膳した！

・枝豆とコーンの御飯・天ぷらの盛り合わせ

・牛肉の夏野菜の煮物 ・甘夏の酢の物

あじさいゼリー ・御吸い物

梅雨の最中、紫陽花があちこちで綺麗に

咲いてます♪雨は憂鬱になりますが紫陽花は

やはり雨が似合います♪利用者様が

レストアに紫陽花を咲かせてくれました♪

とても素敵ですね！



・７/２（木） ７/14（火） ７/２０（月） ひばりの会

・７/１３（月）～７/１８（土） お誕生日会

・７/２９（水） 納涼祭
今年の納涼祭は、新型コロナウィルス感染予防対策として、密を避けるため

施設全体ではなく、各フロア毎に実施致します。当日、通所リハビリは、

入浴の提供はありません。 今回に限りリハビリは提供させていただきます。

プログラムにつきましては、安全・安心に楽しんでいただける内容を、職員

で考えております。皆様のご参加をお待ちしています。

施設からのお知らせ

食
中
毒

今月の予定

夏は注意！食べ物を放置しない！

夏は食べ物が痛みやすい時季です。「うっかり冷蔵庫にしまい忘れた！」

など、常温で長時間放置した食べ物は傷んでいる可能性があります。

傷んだ食べ物は食中毒になる可能性もあるため、食べるのはとても危険です。

また漬物も常温で放置すると傷みます。消費期限を確認し、未開封のものは、

高温多湿を避け、涼しい場所で保存しましょう。

このコーナーでは不定期に通所職員のインタビューをお届けしています！

第8回目のゲストは通所リハビリ入浴担当の高橋架奈子さんと和田貴子さんです！

～６月１９日 川崎市某所～

広報担当：こんにちは和田さん、架奈子さん、早速ですが、お二人の好きな食べ物は何ですか？

和田職員：こんにちは！私は野菜が好きです。サッパリした物が好きなので春雨とかマロニーを

使ったサラダをよく作ります。パプリカ等彩りも考えますね。基本的に麺類が好きです！

架奈子職員： 私は炭水化物が好きです！私のここでのお昼は、カップラーメン大盛り！！と、

大きなおにぎりです！ ラーメンのつゆは必ず飲み干しますよ（＾＾）

広報担当：お二人とも好みが見事に違いまね（笑）

架奈子さんがスープを飲み干した後の 「ぷふぁぁ」

という声が聞こえて 皆に「美味しそうに食べるね！」と

突っ込まれてますね（笑）

和田職員・架奈子職員： 皆さんも好きなもの食べて

癒されて下さいね！また、お風呂場でお待ちしてます！

緊急事態宣言も解除され、県をまたぐ移動もできるようになりましたが、まだコロナは終

息はしていません。旅行等、外出する時は充分に気をつけて頂きたいと思います。

外出から帰宅して、体調不良等ございましたら、速やかにご連絡頂けると幸いです。



2020年8月号

レストア川崎

七夕飾りをフロアに飾りました。

多くのご利用者様の短冊を飾ることができました。

皆様の願いが叶いますように！！

素敵な作品、いつもありがとうございます！



施設からのお知らせ

熱
中
症

今月の予定
・８/３（月） ８/１１（火） ８/20（木） ひばりの会

・8/１0（月）～8/１6（土） お誕生日会

ゴーヤ トマト

キュウリ

レストアで育てている野菜をご紹介します。

今は夏野菜が沢山実っています。

施設の外周をリハビリしている際に、ご利

用者様からは、「大きくなってきたね」

「美味しそうね」などの声が聞かれます。

ナス

ミニトマト

ピーマン

【効能】
利尿作用とむくみ
の改善

【効能】
夏バテ・疲労回復

【効能】
のぼせ・高血圧予防・
体を冷やす・コレスト
ロールを下げる

【効能】
疲労回復・感染予防

【効能】
ぜんそく・花粉症・
骨粗鬆症予防

自分にあった快適な温度を設定しましょう！

東日本大震災後の電力不足から、「冷房の設定温度は控えめに、

28℃」という呼びかけが行われました。28℃は「健康に良い夏の室

温」ではありません。節電しても職場などで特別な措置が必要ない

上限の気温として示されました。

28℃の室温でも熱中症になって死亡する人が続出したことから、

その後マスコミでは具体的な温度を指示しなくなりました。適切な

温度は個人差があります。無理をせず、自分に合った快適な室温に

設定して、熱中症を予防しましょう。



2020年9月号

レストア川崎

7月29日（水）に、通所 夏祭りを行いました。
今年は、新型コロナウィルス感染予防策として、密を避けるため、施設
全体ではなく、各フロア毎に実施となりましたが、皆様のご協力のおか
げで、楽しく行うことができました。

職員によるフラダンス クイズ大会

今月の予定
・9/7（月） 9/１７（木） 9/２２（火） ひばりの会

(現在音楽鑑賞の形で実施しています。）

・9/１4（月）～9/１9（土） お誕生日会

※現在、外部からのボランティアの受け入れは見合わせて
おります。感染の状況をみながら、ご利用者様の安全・安心を第一で
再開をさせていただく予定です。楽器演奏や踊りなど、楽しみにされて
いる皆様には申し訳ございませんが、ご理解頂きますよう、お願いいたします。



施設からのお知らせ

＜水分補給のタイミングの目安＞

暑い日は気が付かないうちにじわじわと汗をかいています。

喉が渇いたと感じた時にはすでに体は乾き始めています。

こまめに水分補給をすることが、脱水を防ぐ最良の方法となります。

特に高齢者は喉の渇きや暑さに対する感覚が鈍くなっていることがあり、脱水を起こす

リスクが上がります。

『時間を決めて飲む！」など、定期的な水分補給を心がけましょう。

熱
中
症

1日8回の給水を

感
染
予
防

現在、新型コロナウィルスの感染につきましては、皆様もご承知のとおり、終息のめど

がたっておりません。

当施設におきましては、マスク着用・うがい・手洗い・消毒の徹底、三密（密閉・密

集・密接）を避ける取り組みを、継続しております。

【パーテーション】
飛沫感染防止
対面にならない工夫

【送迎車内の換気】
車内温度に注意しながら
換気を実施

【浴室内の換気】
大小の扇風機により
換気を実施

職員につきましても、日々の検温を実施し、体調管理に努め、勤務をしております。

特に、手指消毒は個々が携帯している消毒液で、都度行い、

感染予防に努めております。

これからも、皆様が、安全・安心にご利用いただけるよう、

感染防止に努めると共に、速やかな情報提供を行なってまいります。

ご利用者様・ご家族様の、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

【通所リハビリとしての取り組みの一部ご紹介】

消毒液



2020年10月号

レストア川崎

9月17日（木）に、通所内で、敬
老会を行いました。

夏まつりで好評（？）につき、
再登場！！
職員のフラダンスをご披露しまし
た！

今月の予定

・１０/５（月） １０/１５（木） １０/２７（火）ひばりの会

・１０/１2（月）～１０/１７（土） お誕生日会

初山幼稚園 ばら３組の園児さ
んから、素敵な作品をいただき、
フロアに掲示しています。
例年は、「敬老の日」に合わせ

て、来所頂き、ダンスや歌を披露
していただいていましたが、今年
は、コロナの影響で残念ながら、
来所していただくことはできませ
んでした。
手作りの可愛らしいお花と「げ

んきで いてね」とのメッセージ
が入っています。とても嬉しいプ
レゼントに利用者様・職員も元気
をいただきました。
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施設からのお知らせ

職
員
紹
介

感
染
予
防

新型コロナウィスル感染については、対策を継続しております。

引き続き、マスク着用ご協力いただくため、フロア内各所に、以下のように

掲示しています。

これからも、皆様が、安全・安心にご利用いただけるよう、

感染防止に努めると共に、速やかな情報提供を行なってまいります。

ご利用者様・ご家族様の、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げ

ます。

【通所リハビリとしての取り組みの一部ご紹介】

【入浴後の整容コーナー】
お支度が整いましたら、

マスク着用をお願いします。

【フロアのテーブル】
お食事、喫茶、おやつが
終わりましたら、
マスク着用をお願いします。

【洗面所】
ハミガキ・手洗いが

終わりましたら、

マスク着用をお願いします。

7月に療養棟から異動してきた松土隆生です。
レストアに勤めて、１１年になります。
通所の職員として働くのは初めてで、今は仕
事を覚える日々を送っています。
趣味はツーリングと海釣りで、休みの日には
妻と一緒に出掛け、楽しんでいます。
これから、皆様にいろいろ教えていただき、
安心してご利用頂ける様頑張ってまいります
ので宜しくお願い致します。


