
 

新年に当たって御挨拶 
認定ＮＰＯいきがいサロン 

「オリーブ」 

理事・顧問 櫻田 

新年あけましておめでとうございます。当

「オリーブ」をご利用されていらっしゃる皆様

及び御家族の方々並びに「オリーブ」を支えて

くださっているボランティアの方々等など、平

成 29 年（2017 年）の新年をお迎えなられた方々

に、心から新年の御挨拶を申し上げます。 

昨年は、日本社会では、リオのオリンピック

でアスリートの活躍に盛り上がった一方、熊本

の地震などの災害があり、悲しみを感じること

も多くあった年でありました。当「オリーブ」

も懸命に働く職員やボランティアの方々によ

って新しい年を迎えることができました。心か

ら感謝いたしております。 

介護事業は、今後も高齢化が進んでまいりま

すので、地域社会において最も大事な事業で御

座います。職員一同も気持ちを新たに、ご利用

されている方々を第一に毎日の活動に、一生懸

命、心を尽くしてまいる所存でございますので、

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、今年は、酉年（とりどし）ですが、正

確に言うと、丁酉年（ひのととりどし）といい

ます。これは、干支でいっているわけですが、

昔、つまり近世以前は、干支を多く使われてい

ました。特に十二支は、方角・時間など一般的

に使われていました。この干支は、中国の陰陽

道の考え方で、万物を構成する五つの要素（五

行）である木火土金水にそれぞれ「え」（兄・

陽）と「と」（弟・陰）をつけてできあがって

おります。そしてこの十干と十二支を組み合わ

せて六十通りの干支が出来上がります。今でも

干支がいわれていることは、ひとつの日本の伝

統の産物であります。 

また、酉年は取り(とり)込む！とかけて、商

売に縁起の良い年だと言われています。お祭り

に「酉の市」というのがありますが、これは商

売の神様を祭るお祭りとされ、熊手を買い求め

て商売繁盛を願う人たちであふれます。 

 皆様方のご繁栄とご健康をお祈り申し上げ

ますとともに、本年も引き続きご芳情を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

オリーブ福祉用具販売 
         管理者   高橋  
 

新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は皆様からのご指導ご鞭撻を賜り、誠に

ありがとうございました。 

本年も皆様のご健勝とご多幸をお祈りする

とともに、安心と安全・皆様にとって使い易い

福祉用具をお届けすべく、日々の業務にまい進

してまいります。 

何卒お引き立てのほどお願い申し上げます。 

 

ホームヘルパーオリーブ 
         管理者   照屋   

 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年はオリーブをご愛顧頂きありがとうござ

いました。ただただ、感謝しかございません。 

 本年、平成 29 年（2017 年）も 皆様にとっ

て良い年でありますと共に、オリーブのチーム

を生かし、皆様の生活のお手伝いができたら幸

いでございます。宜しくお願い申し上げます。 
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オリーブ居宅介護支援事業所 

       管理者   長谷川  
 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年も大勢の皆様を担当させていただき有

難うございました。 

本年もオリーブの特徴であります「すべての

高齢者・障がい者が人生の最期まで誇りと生き

がいを持ち、人生を謳歌でき、人間性豊かに過

ごしていただく」ことを心に持ち、皆様の生活

に少しでもお手伝いをさせていただきたいと

思います。 

新たな一年も宜しくお願い致します。 

 

デイサービスオリーブたかの台 

生活相談員 淺沼  
 

明けましておめでとうございます。 

皆様にとりましては、心身共にお健やかな新年

を迎えられましたこととお喜び申し上げます。 

 さて 私 相談員淺沼は長いこと NPO 法人

オリーブにお世話になりましたが、ここで 75

歳を迎えることと、体調の事もあり退職させて

いただくことになりました。 

 いま振り返ってみますと、平成 17 年 11 月よ

り、ケアマネジャー（6 年）、相談員（5 年）と

お世話様になりまして、本当に長い間、皆様の

種々の相談、お仕事などを生きがいを持って働

かせていただきました。 

 特にﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽのご利用者様には趣味活動も

含めて楽しい時間を過ごさせていただきまし

た。 

又ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽのボランティアさんには色々助

けていただき本当にありがとうございました。 

今後は私も一
いち

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして、又皆様とお会

いしたく思っております。 

本当に長い間、理事長はじめ、ご利用者の皆

様、職員スタッフの皆様、応援頂きましてあり

がとうございました。皆様の末永いご健勝、ご

多幸を祈念しております。 

 

インフルエンザと湿度の関係 

インフルエンザウイルスは乾燥状態の中

では、咳で３メートル、くしゃみで５メー

トル飛翔します。非常に軽い菌です。水分

があると（湿度が高い状態）飛翔が少なく

なります。梅雨時にインフルエンザの流行

が少ないのと関係しています。 

湿度や温度と深い関係性もあり、実験結

果から温度 7～8 度で湿度を 22～25％に保

った時のウイルスの生存率が 63％、同温度

で湿度を 50％以上に保った時の生存率は

35～42％という結果や湿度 50％以上ある

環境で温度 22℃以上になると生存できず、

湿度が 20％以下であれば 22℃以上の気温

でも高い生存率を維持することが確認さ

れています。インフルエンザなどのウイル

スやバクテリアは、湿度が 40％以下（乾燥

の状態）で活動しはじめ、ダニやカビは湿

度が 50％以上で繁殖をはじめ、60％を超す

と急激に繁殖を始めます。    

このことから、風邪やインフルエンザを

予防でき、カビやダニの繁殖を防ぎ、健康

にとって理想的な湿度は 50％前後だと言

われています。また、乾燥しすぎること

（40％以下）は、喘息やアレルギー性鼻炎

にもよくありませんし、お肌がじわじわと

乾燥しはじめ疲れ目・眼精疲労の原因の一

つであるドライアイにもなります。 

人が快適に寝ることができる室内の湿

度は夏、冬ともに 45％～65％くらいまで

が最適といわれています。温度・湿度の関

係性（夏は湿度を下げて、冬は湿度を上げ

ると快適）「湿度」は、空気中にふくまれ

る水分の量ですから、暑く感じたり、寒く

感じるのは、温度だけでなく湿度も関係し

ています。夏は部屋の中の湿度をさげると、

冬は部屋の中の湿度をあげると、快適にな

ります。私達が快適と感じるためには、温

度と湿度のバランスが重要となっている

のです。乾燥対策は加湿器や濡れバスタオ

ル、観葉植物、洗濯物を干す、カーテンに

霧吹き、バスタブに湯を張り浴室のドアを

開けるなどの方法があります。参考までに。

デイサービスオリーブ連絡帳より。施設長 



こまくさの会・ 

オリーブボランティア事業 

   

新年明けましておめでとうございます。今年もオ

リーブボランティア事業“こまくさの会”よろしくご支

援の程お願い申し上げます。 

今月は下記の通りです。 

◎ サロン(コミュニティ・カフェ)毎月第 2 金曜日、

今月は１３日（金）１３時～１５時 30分 

参加自由、参加費無料、高齢者の集まり・お話 

の場です。 

◎ 家族会・毎月第 4 金曜日、今月は２７日（金） 

１３時～15時 30分 

参加自由、参加費無料、現在介護されておられ

る方々の集まりです。介護の悩みなど、自由に

お話出来る場所。 

◎ カラオケの日・毎月第４日曜日、今月は２２日

（日）13 時 30 分～１５時 30 分、会費 100 円、場

所・デイサービスオリーブたかの台・８万曲準備、

サロン・家族会参加者の皆様 

◎ ちょっとしたお手伝い・高齢者の方のちょっとし

たお手伝いです。対象、サロン・家族会の参加

者。無料 

◎ この他、災害地への支援、健康増進のための

ハイキング等の支援、ボランティア募集・上記ボラ

ンティア事業を支援していただく方々を募集。 

  以上が、“こまくさの会”の事業です。 “こまくさ

の会”では、事業を行う経費を確保するため、年間

1 口 3,000 円以上の寄付者を募っています。宜し

くご支援の程お願い申し上げます。  

 尚、寄付者には税額控除証明書付き領収書を発

行します。 

事務局   デイサービスオリーブたかの台内 

電話 ０４２－３４４－７８０１  

電話 ０４２－３４４－７８６８ 

(毎月第２・４金曜日１２時～16時) 

担当スタッフ 櫻田・山岸・丸岡柳澤・齋藤・上羽 

 こまくさの会 参加者募集しています。  

 

 

 

デイサービスオリーブたかの台 

ご利用者様受け入れ空き状況 

通所体験出来ます。お電話下さい。 

見学・体験は自由です。送迎(無料）いたしま

す。昼食(有償）もあります 

書道、絵手紙、カラオケ、パソコン、健康麻雀、

囲碁、将棋、各種イベント準備しています。又、

他のデイサービスにないリハビリ・機能訓練用マ

シン５台（７種類の運動）を設置しています。 

１日をどのように過ごされるか実際に体験し

ご満足いただけるものと確信しています。 

 

平成２９年１月行事予定 
      新年通所始め ２９年１月４日（水） 

1 月 4 日 (水) 午前 絵手紙 

1 月 7 日 (土) 午前 書道 

1 月 7 日 (土) 午後 朗読 

1 月 11日 (水) 午前 書道 

1 月 12日 (木) 昼 誕生会 

1 月 12日 (木) 午後 フルート演奏”ユーフル” 

1 月 13日 (金) 午前 書道 

1 月 13日 (金) 午後 こまくさの会（サロン） 

1 月 14日 (土) 午後 歌あそび (野の花） 

1 月 16日 (月) 午後 落語 吉原朝馬師匠 

1 月 17日 (火) 午前 書道 

1 月 17日 (火) 午後 ひまわり会(民謡、尺八、三味線） 

1 月 18日 (水) 午後 大人の塗り絵 

1 月 18日 (水) 夕 ｵﾘｰﾌﾞ定例会議・研修 

1 月 19日 (木) 午後 シンガー（山口さん） 

1 月 22日 (日) 午後 こまくさの会・カラオケ 

1 月 23日 (月) 午後 ヨーガ体操 

1 月 24日 (火) 午前 折り紙（三重野さん） 

1 月 25日 (水) 午前 絵手紙 

1 月 27日 (金) 午前 書道 

1 月 27日 (金) 午後 紅あき一座 

1 月 27日 (金) 午後 こまくさの会（家族会） 

1 月 31日 (火) 午前 書道 

 月 火 水 木 金 土 

要介護 ４名 ３名 ３名 ４名 ２名 ３名 

要支援 ２名 ２名 ２名 ３名 １名 １名 



 

月 火 水 木 金 土

４日 ５日 ６日 7日

肉団子の酢豚風 ｻﾊﾞの塩焼き 他人丼風煮 サゴシの三色焼

紫芋コロッケ お好み焼き 蒸し餃子の中華あんかけ 肉団子のｶﾚｰ

ほうれん草とﾂﾅの 竹の子と蓮根と牛蒡の煮物 わかめとオクラの和え物 ｸﾘｰﾑｿｰｽかけ

磯風味和え 春雨とハムの中華サラダ 卯の花 彩りポテトサラダ

切干大根と油揚げの煮物 豆腐とわかめのみそ汁 大根のみそ汁 大根煮

豆腐とわかめのみそ汁 ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ わかめのみそ汁

ご飯・フルーツ ※コーヒーゼリー ※白玉団子 ご飯・フルーツ

※コーヒーゼリー ※白玉団子

５４７Ｋｃａｌ ５１３Ｋｃａｌ ５４３Ｋｃａｌ ５５９Ｋｃａｌ

9日成人の日 10日 11日 12日誕生会 13日 14日

豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの エビ入りすり身の唐揚 ホキのきのこあんかけ 車麩と野菜の炊き合せ イカフライ 牛肉とごぼうのトマト煮

ねぎおろしあんかけ 大根とちくわの炊き合わせ ポークカレー ﾌｨｯｼｭｿｰｾｰｼﾞのチーズ風味焼 焼売の野菜あんかけ 揚げ出し豆腐のあんかけ

冬瓜と高野豆腐のあんかけ 白菜と春菊のおかか和え 根菜きんぴら オニオンサラダ 刻み昆布の醤油ﾄﾞﾚ和え 蒸し鶏入りビビンバ

蓮根の磯風味煮 洋風卯の花 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのｻﾗﾀﾞ さつま芋のマヨ和え かんぴょうの甘辛煮 ｷｬﾍﾞﾂときのこのポン酢味

ひじきの煮物 じゃが芋と玉葱のみそ汁 大根と揚げのみそ汁 豆腐と揚げのみそ汁 大根と揚げのみそ汁 おすまし

じゃが芋と玉葱のみそ汁 ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ 赤飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

ご飯・フルーツ ※牛乳きなこ餅 ※ブルーベリーかん ※ブルーベリーかん ※黒蜜寒天 ※黒蜜寒天

※牛乳きなこ餅

５５２Ｋｃａｌ ５４３Ｋｃａｌ ５１３Ｋｃａｌ ７１１Ｋｃａｌ ５６６Ｋｃａｌ ５６５Ｋｃａｌ

16日 17日 18日 19日 20日 21日

カレイの野菜あんかけ 牛肉と麩のすきやき風煮 アジの照焼風あんかけ 天ぷら(白身魚・南瓜・ｴﾋﾞ） 太刀魚のｿﾃｰきのこﾎﾟﾝ酢 鶏肉のﾋﾟｶﾀ風

オムレツのオーロラ カニ豆腐風 角揚げの炊き合せ 炊き合せ 豚肉と白菜の煮物 ﾄﾏﾄﾏｽﾀｰﾄﾞかけ

ソースかけ 蓮根の梅肉和え 胡瓜と春雨のごま酢和え ふきのおかか和え 玉ねぎとちくわの醤油和え 小車麩と里芋の煮物

インゲンのおかか和え 小松菜のお浸し ちくわとインゲンのｻﾗﾀﾞ 青菜の辛子醤油和え ｷﾔﾍﾞﾂのｵｰﾛﾗｿｰｽｻﾗﾀﾞ 青菜の錦糸玉子

刻み昆布と油揚げの煮物 豆腐となめこのみそ汁 豆腐と揚げのみそ汁 豆腐と揚げのみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 刻み昆布のごま和え

豆腐となめこのみそ汁 ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ 豆腐とわかめのみそ汁

ご飯・フルーツ ※ごま入り蒸しｶｽﾃﾗ ※バナナ黒糖かん ※バナナ黒糖かん ※南瓜プリン ご飯・フルーツ

※ごま入り蒸しｶｽﾃﾗ ※コーヒーゼリー

５２７Ｋｃａｌ ６０３Ｋｃａｌ ５１８Ｋｃａｌ ４８４Ｋｃａｌ ５６１Ｋｃａｌ ５３２Ｋｃａｌ

23日 24日 25日 26日 27日 28日

メンチカツ ホッケの味噌タレかけ 鶏天 ホキのハジル焼 豚肉と野菜の炒め物 サゴシの味噌マヨ焼

さつま揚の南蛮酢和え 肉詰めいなりの炊き合せ 肉団子のﾌﾞﾗｳﾝｿｰｽかけ トマトソースかけ すり身揚と大根の煮物 エビ団子と冬瓜の煮物

ケチャップビーンズ 白菜の甘辛煮 胡瓜と大根の酢の物 肉じゃが 人参とつきこんの炒め物 刻み昆布と大豆の煮物

三色ピーマンともやしの炒め物 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰﾂﾅｻﾗﾀﾞ 青梗菜ときのこの炒め物 ツイストマカロニサラダ 揚げじゃが芋 五目ビーフン

しいたけのかき玉汁 しいたけのかき玉汁 揚げと青菜のみそ汁 竹の子の土佐煮 かぼちゃのみそ汁 かぼちゃのみそ汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ 揚げと青菜のみそ汁 ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※フルーツ寒天 ※フルーツ寒天 ※白玉団子 ご飯・フルーツ ※あずき牛乳寒天 ※あずき牛乳寒天

※白玉団子

６０７Ｋｃａｌ ５２３Ｋｃａｌ ５１４Ｋｃａｌ ５２８Ｋｃａｌ ６１７Ｋｃａｌ ６６７Ｋｃａｌ

30日 31日

ﾁｷﾝｶﾂのごま入り 豆腐すり身揚の和風あんかけ

ｶｸﾃﾙｿｰｽ 五穀肉団子の炊き合せ

南瓜とがんもの炊き合せ 春菊のごま和え

ハムマリネ 白滝と人参のきんぴら

もやしとﾂﾅのマヨ和え 大根と揚げのみそ汁

大根のみそ汁 ご飯・フルーツ

ご飯・フルーツ ※南瓜プリン

※フルーツゼリー

５６３Ｋｃａｌ ５６２Ｋｃａｌ

　　※　お断り　　市場・天候不順等の影響で献立を変更する場合がありますが、ご了承ください。

平成29年（２０１7）１月昼食献立表


