月 報

第３２４号
2021.10.17 発行

医療法人翠十字 杜都千愛病院

杜の倶楽部 デイケア杜都

翠十字 基本理念
治療やケアを必要とする方を敬愛し、人間的尊厳を維持し続ける全人的な医療を行うことを基本理念とする。
この理念のもと、単に病気を治すだけに留まらず、生理的快適性や心理的健康を確保することにより質の高い生活を創造し、
誰もが肉親に是非利用させたいと考える医療福祉サービスを社会に提供する。

幕末クライシス
杜の俱楽部施設長

小野寺

博義

テレビ番組「浮世絵 EDO-LIFE“幕末クライシ
ス”
」
（NHK）の内容を紹介します。

後手後手。庶民は助け合い、豪商が貧しい人を助
けた。錦絵や替歌でのユーモアも人々の支えにな
った。言葉遊び “ないないづくし”には、
「されど

黒船来航 2 年後の 1855 年 10 月に江戸で直下型

も不景気長くない。やがて世の中つつがない。
」と

地震があり、倒壊家屋１万４千、火災 30 件以上、

元の生活に戻ることを願う一節もあった。3 年で

死者 1 万人。立ち直りかけた 1856 年 8 月に台風

終息。

の高潮で江戸は水没。更に 1858 年 5 月、インド

地震、洪水そして感染症と現在の状況と似てい

から英国経由で世界に拡大していたコレラを米

ます。政府（幕府）や庶民の対応は 160 年前も今

軍艦が長崎に持込む。7 月に江戸到達。町人が住

も変わりないようです。ただ、昔の江戸っ子の方

む地域は過密状態で感染爆発。死者 3～4 万人。

が情に厚く、ユーモアのセンスにも優れていたよ

幕府は 13 代将軍家定の後継争いに夢中で対策は

うです。

後手後手。庶民は助け合い、豪商が貧しい人を助

も不景気長くない。やがて世の中つつがない。
」と

杜の倶楽部
面会制限緩和について

元の生活に戻ることを願う一節もあった。3 年で

新型コロナウイルス感染者減少に伴い、面会制限の変

けた。錦絵や替歌でのユーモアも人々の支えにな
った。言葉遊び “ないないづくし”には、
「されど

更をお知らせ致します。引き続き、ご不便をお掛け致し

終息。
地震、洪水そして感染症と現在の状況と似てい
ます。政府（幕府）や庶民の対応は 160 年前も今
も変わりないようです。ただ、昔の江戸っ子の方
が情に厚く、ユーモアのセンスにも優れていたよ
うです。
9 月のバスツアーとして仙台港周辺ドライブに行って

ますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
・30 歳未満の方及び県外からお越しの方は、ワクチン接
種済みの証明書をご提示下さい
・面会の回数の制限は解除となりますが、引き続き予約
制となり、場所・時間に変更はございません
・風邪症状、2 週間以内の発熱、37 度以上の熱のある方

きました。天候に恵まれすっきりとした秋晴れの中、出

は面会をご遠慮下さいますようお願い申し上げます

かけることが出来ました。車内では入所者様がリクエス

・当施設のトイレは使用出来ませんので、ご注意くださ

トしたおやつを食べながら、秋の味覚についての連想ゲ

い(杜都千愛病院をご案内致します)

ームを行い、季節の食べ物の話題で盛り上がりました。

蔓延防止措置、緊急事態宣言等が発令された場合は、

（杜の倶楽部介護支援専門員
兼介護係副主任 田村 綾）

上記の面会制限緩和については中止となりますので予め
ご了承ください。

９月１８日（土）令和３年度杜都千愛病院
敬老会を開催致しました。ご長寿お祝いの表彰、
職員による催し物、記念品の贈呈、そして特別
食のご長寿お祝い御膳。病棟ごとの開催ではあ
りましたが、それぞれで笑顔あり涙ありのとて
も盛り上がった敬老会となりました。

表彰式では、名前を呼ばれ表彰状が読み上げら
れると感極まって涙を流される方がいらっしゃ
いました。職員による催し物は仙台にゆかりのあ
る雀踊りや笹かまの誕生物語の紙芝居で、セリフ
を役割分担したお芝居仕立てでした。馴染の仙台
弁が随所に出てきて、掛け合いの面白さに笑いが
起こる場面もあり、患者様はとても楽しんでいら
っしゃいました。また、敬老会に合わせてご家族
様に書いていただいたメッセージカードは職員
が手作りした台紙に貼りベッドサイドに飾らせ
ていただきました。お祝いのお言葉やご家族様の
想いが今日も患者様を励まして下さっています。
ご協力有難うございました。

認知病棟の催し物は「よさこいソーラン」と「お祭り
マンボ」です。力強く勢いのあるソーランの踊りに患
者様は大拍手。会場は一気に盛り上がりました。続い
てお祭りマンボの曲に合わせ手作りの可愛いマラカス
を振りながら２グループ目が登場。患者様にもマラカ
スをお持ちいただき一緒に手振りで踊っていただきま
した。最後にはアンコールの声が上がり、飛び入り参
加もあって大変賑やかなひと時でした。
また、愛カフェや記念品の手作りプリン贈呈、昼食
にはご長寿お祝い御膳も召し上がっていただき、笑顔
溢れる一日となりました。

また、コロナ禍で面会ができない状況を考慮
し、プレゼントはご家族様からのメッセージカ
新型コロナウイルス感染防止の観点から、職員

ードにしました。その温かなお言葉に入所者の

のみで運営を行うことになって 2 年目。恒例の

皆様は涙ながらに大変喜んでいらっしゃいまし

「長寿祝い式典」
「おしゃれサロン」
「杜の写真館」

た。午後には踊り第 2 弾として「すずめ踊り」

の他、役職者による踊りを 2 種類企画し開催致し

を行いました。普段担当している職員が登場す

ました。式典は 102 歳の方を初め卒寿・米寿等を

ると、入所者様から歓声が上がり、大盛況のう

迎えられた計 13 名の入所者様の他、傘寿の職員

ちに終えることができました。

1 名も入って表彰を行いました。厳粛ながらも和
やかな式典でしたが、「マツケンサンバ」を披露

一日を通してみんなでお祝いでき、入所者様
に楽しんでいただけてとても良かったです。

すると雰囲気は一転、大変な盛り上がりでした。

（総務課係長 矢作 絵美）

また、コロナ禍で面会ができない状況を考慮
し、事前にご家族様にメッセージカードを書いて
いただきプレゼントしました。ご家族様のメッセ
ージに入所者の皆様は涙ながらに大変喜んでい
らっしゃいました。午後には役職者による踊り第
２弾として「すずめ踊り」を披露しました。普段
担当している職員が登場すると、入所者様から歓
声が上がり、大盛況のうちに終えることができま
した。

（総務課係長 矢作 絵美）

【療養病棟】
9日

【認知病棟】

【杜の倶楽部】

杜の小径（A 棟）

6日

ティッシュ箱卓球（3 階）

1日

晩酌会

11 日

杜の小径（Ｂ・Ｃ棟）

8日

晩酌会

11 日

焼き芋

13 日

紅葉 DVD 鑑賞（A 棟）

13 日

紅葉狩り（２階）

14 日

脳トレゲーム大会(１階）

19 日

バスツアー

21 日

特別食

21 日

24 日

魚釣りゲーム大会

バスツアー、愛カフェ

（B・C 棟）

パン食い競争（４階）
特別食

(各病棟月 1 回、3・10・17 日実施）

的当てゲーム（２階）
21 日

新聞で槍投げ大会
特別食

バスツアー(各グループ月 1 回、
3・10・17・24 日実施）

9 月 15 日デイケアお楽しみ会にて「敬老会」
を行いました。今年は感染予防として毎日して
いる手洗いを楽しく行っていただきたい！とい
う思いで、コロナに打ち勝とう！“オリジナル
石鹸作り”を実施しました。自分の好きな香り
や色を選び、型抜きをして作ります。
「私もハー
トにしたいな～。終わったら型貸してねぇ」や
「上手に出来ているね」等、作りながら会話も
弾んでいました。完成した石鹸はどれも可愛ら
しくて素敵な出来栄えでした。作業を通して手
先の運動が出来て五感も刺激され、作るだけで
なく使用する楽しみも提供する事が出来てとて
も良かったと思います。新型コロナウイルスが
早く収束する事を願いながら、オリジナル石鹸
で楽しく感染予防を継続していきます。
（介護係副主任 大島 佑子）

【塗り絵】

沼田褜雄様

千葉あや子様

職・員・紹・介
名前： 森 ゆう子

杜都千愛病院

杜の倶楽部

所属： 杜都千愛病院 2 階 看護係
好きな言葉：やればできる、なんとかなるさ
おすすめ：ふら～っと 1 人でドライブすると
気分転換になります。
抱負：体調管理をし、いつも穏やかな気持ち
で患者様に接していきたいです。

『個人情報』
豊田副主任
『褥瘡』
鈴木(亜)教育担当
稲辺教育担当

『スキンケア』
齋藤(佳)副主任
※9 月実施

