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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。
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２０２２年が始まりました。年頭にあたり寅年生ま
れの職員の皆さんに今年の抱負を伺いました。

★今年こそ核融合発電の実証実験を成功させたい
安ヵ川 誠
仙台市電車両が保存されているところが秋保温泉駅

★厄年なので無事に平穏に１年を過ごしたい

★杜都で２回目の寅年を迎える事が出来ました
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♥体調管理に気をつけて頑張っていきたい

♥健康に留意し、勇往邁進いたします
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だと思いますが、家が一軒もない山奥で太白山が目

♥一生懸命がんばります

★健康に気をつけながら楽しい１年になれば幸いです
の前に大きく見えたのを覚えています。車社会発達

★今年も健康に留意し皆勤を目指します

安川 正孝
による経営難で 1961 年に廃業しました。存続させて
★一日一善
杉沼 拓磨
いればエコで便利な交通機関になっていたに違いあ
♥１年間健康第一で頑張ります
りません。
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★健康に気をつけ、無理せず頑張っていきます
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♥健康第一で何事も一生懸命取り組んでいきたいと思います
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♥五黄の寅年、楽しみたいと思います

★健康に気をつけ１年頑張りたい
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♥皆さんの笑顔と会話で健康に注意し、変わらない１年に
したい

寒河江
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♥今年も笑顔が多い、実りある１年にしたい
♥心が喜ぶことをたくさんしたいと思います
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♥｢何事も健康が基本｣体調管理に気をつけていきたい

加奈子

♥皆様に笑顔で接していける様に健康管理をしっかりとして
長く仕事をしていきたいと思います
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♥何か新しいことに挑戦してみたい
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♥健康第一、今年１年健康で暮らせますように
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♥体調管理をしっかりして一生懸命がんばります
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祐介

♥体調に気をつけて元気に楽しく過ごしたいです、又、毎日

♥入職して７ヶ月、まだまだ至らない事も多いですが、患者様

運動をして筋肉をつける！
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♥仕事を全て覚える！！
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１２月１８日、療養病棟Ａ棟にて少し早いクリ
スマス会が開催されました。
クリスマスソングを
ＢＧＭに手作りのツリーに可愛らしいオーナメ
ントを付けていただきました。｢この飾り可愛
い！｣｢どこに付けようかな～｣とお一人お一人
色々と考えながら楽しそうに飾っていらっしゃ
いました。
完成したツリーと一緒に全員でサンタ
の帽子をかぶり、
｢メリークリスマス！！｣とクラ
ッカーを鳴らす瞬間を写真にパシャリ！ツリー
を見ながら｢きれいに出来たね｣と皆様笑顔に溢
れ、クリスマスの雰囲気に包まれていました。
その後はシャンメリーと大きなシュークリー
ムを召し上がっていただき｢いつもの３倍はある
ね｣｢大きくてびっくり！｣と楽しい会話をしなが
らのおやつの時間となりました。
今後も楽しいひ
とときを提供していけるように、
様々な企画を考
えていきたいと思います。
（介護リハビリ係 星 由紀子）

１２月１１日に認知症病棟３階では少し早めの
｢ミニミニクリスマスパーティー｣を行いました。病
棟としては初めての試みでしたが、２週間前から飾
り付けの準備に取りかかるなどクリスマスの雰囲
気作りも行いました。患者様より｢何かやるの？楽
しみだね｣｢きれいだねぇ｣との言葉が聞かれたり、
｢家にいた頃はこうだったんだよ｣と懐かしい思い
出話も伺うことが出来ました。
当日は職員がダンスを行った後、患者様と一緒に
フルーチェを作り、ホイップクリームでデコレーシ
ョンを行いました。甘くて可愛いスイーツを食べい
つもよりたくさんの笑顔が見られ、私たち職員にと
っては何よりも嬉しいプレゼントとなりました。
後日、皆様に感想を伺うと｢素敵だった！出し物
が良かったね！｣｢白いクリームがとても美味しか
った｣｢毎日クリスマスだといいね！｣という喜びの
声が聞かれました。楽しい時間を一緒に過ごすこと
が出来、かけがえのない時間になったと思います。
（ｹｱｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ係教育担当 津田 優子）

１２月２９日、杜の倶楽部では「鏡餅作り」を行い
ました。職員がお餅の準備を行い、入所者様にはお餅
をこねたり、形を整えていただきました。恐る恐る触
ってみる方や｢昔はよく作ってた｣と慣れた手つきで
お餅をこねる方、｢もう今年も終わるんだね｣としみじ
みとお餅を見る方など様々な様子が見られました。皆
様で丸めたお餅を乾燥させて、みかんを飾り鏡餅を完
成させました。正月飾りと入所者様が書いた｢迎春｣を
添えた鏡餅を見て、｢きれいだね｣｢華やかだね｣｢上手
に出来た！｣と皆様喜んでいらっしゃいました。
鏡餅作りを通して、年末年始の季節感を味わってい
ただけたのではないかと思います。
（介護係教育担当

橋本 麻美）

キャンドルサービス

１２月２６日、職員によるハンドベルの

１２月２３日、毎年恒例のクリスマス

演奏会を開催しました☆

キャンドルサービスを行いました！！

【療養病棟】
8日

【認知病棟】

【杜の倶楽部】

杜の小径（A 棟）

5日

風船的当てゲーム（3 階）

3日

節分・豆まき

10 日

杜の小径（Ｂ・Ｃ棟）

7日

晩酌会

7日

晩酌会

12 日

豆まき（A 棟）

20 日

特別食

24 日

パラソル玉入れ大会

12 日

豆まき（２階）

20 日

ボーリングで鬼退治
（B・C 棟）

（４階）
20 日

特別食

バスツアー、愛カフェ
(各病棟月 1 回、
2・9・16 日実施）

ボーリング(1 階)
福豆つかみ(2 階)

27 日

ひな人形作り
特別食

バスツアー(各グループ月 1 回、
2・9・16・21 日実施）

12 月 24 日デイケアお楽しみ会にて「新春、つ
るし飾り作成」を行いました。クリスマスイブで
の開催だった為、午前中には、ハンドベルにて「き
よしこの夜」を演奏し気分を盛り上げました♪
午後よりお正月に向けてのつるし飾り作成を
スタート！！細かい作業も集中して取り組まれ
る姿が印象的でした。飾りには来年に向けた抱負
も書いていただき、たくさんの想いのこもった素
敵な作品に仕上がりました。完成した作品を眺め
ながら、
「家のどこに飾ろうかなぁ～♪」
「凄いの
作ったねぇ～ってビックリされるかも」とウキウ
キ気分で帰宅される姿に見送る職員も笑顔にな
り、楽しい一日となりました。
(介護係副主任 大島 佑子)

【作品紹介】

【虻川

明子様】

【佐藤

定夫様】

名前： 嶺岸 未央
所属： 杜都千愛病院
栄養課 調理員
好きな言葉：人間万事塞翁が馬
おすすめ： コンビニスイーツは美味しいです。
抱負：日々の調理業務を通して、患者様の
より良い食生活に貢献できるように
努めたいと思います。

杜都千愛病院
『安全運転』
馬場教育担当
『医薬品』
丹野薬局長

杜の倶楽部
『感染予防』
太田副主任
『認知症』
舛澤副主任
※12 月実施

