
３月、弥生の月を迎えました。春とはいっても朝夕

はまだまだ冷え込みます。皆様方には、お健やかに

お過ごしのことと存じ上げます。 

３月は、３日の桃の節句、５日の啓蟄 、14 日の ホ

ワイトデー、１７日 彼岸の入り、２０日春分の日、２３日

彼岸明けとなり、月末には桜の開花となり満開を迎え

ます。 

３月が旬の食材は野菜では、浅葱（あさつき）、アス

パラガス、独活（うど）、エシャロット、蕪（かぶ）、さやえ

んどう、新玉葱、セリ、セロリ、ぜんまい、たけのこ、菜

の花、春キャベツ、葉わさび、ふき（蕗）、ﾏｼｭﾙｰﾑ、

三つ葉、分葱（わけぎ）、わらびなど。 

魚介類では、青柳（あおやぎ）、甘鯛（あまだい) イ

イダコ、鮟鱇（あんこう）、桜えび、サヨリ、鰆(さわら)、

白魚（しらうお) 、白子、海鼠（なまこ）、鰊（にしん)、

平目（ひらめ）、アサリ、 蛤、ホタテ、ひじき、ワカメ。 

果物では伊予柑やはっさくなどの柑橘類が美味しい

季節です。 

３月の季節の食べ物は旬の食材の調理の他、桃の

節句の時期なので、菱餅、雛あられなどを食べる機会

がありますね。つくしの伸びてくる季節にもなりますが、

昔、野原につくし取りに行き母が作ってくれたつくし料

理懐かしいです。春のお彼岸には、ぼた餅、バレンタ

インデーにチョコレートをたくさん送った方はたくさん

のお返しがありますので食べ過ぎないように、一人で

食べないでお福分けしましょう。 

鮟鱇鍋美味しいですね。茨城県まで出かけて食べ

るのはいいのですが、ちょっと遠いです。 

ご自宅で料理して食べるのも美味しいです。近くの

ストアの魚売り場で予約しますと、３キロ（３人前～５人

前）～５キロ（５人前～８人前）のアンコウを仕入れるこ

と出来ます。但し解体して頂けるかどうか確認の上、

皮と内蔵と身、骨に分けてもらい、あとは自宅で適当 

に切り調理します。 

今日現在の相場はキロ当たり 1,000円～1,500円で

す。レシピの必要な方は、私の鮟鱇鍋レシピをコピー

して差し上げますので遠慮なく申出て下さい。 

食べ物の話題になりましたが、私たちの１日に必要

な栄養所要量はどれいくらいでしょうか。 

1 日に必要な栄養所要量は、その人の体型や活動

量によって変わりますが、活動量の少ない人でも 1日

1,500ｋcal、ほぼ寝たきりの人でも 1,300ｋcal は必要で

す。軽くご飯一杯160ｋcal、みそ汁一杯約40ｋcal、卵1

個80ｋcal、肉じゃが軽く一皿280ｋcal、オリーブの昼食

約 500ｋcal。 

噛む力が弱くなったり咽やすくなるとやわらかい食

事になりがちですが食べやすくするための工夫は必

要です。一般に水分量が多くなるとカロリーは少なく

なります。出来るだけ「常食」を基本に献立を立てまし

ょう。 

インフルエンザの峠も過ぎたようですが、乾燥状態

が続くと又流行します。手洗い、うがい、マスク、こまめ

の水分補給を行い、３月を過ごし桜の満開を待ちまし

ょう。 

理事長 加世田   

 

囲碁・と認知症 

老人になると、記憶力が低下したり物忘れが激しく

なって認知症や物忘れが心配になる方も多いですね。

そんな認知症の予防として注目されているのが囲碁

です。なぜ、囲碁が認知症予防、物忘れ防止にいい

とされているのかというと相手の心理を読んだりどのよ

うにゲームを進めようか考えたりするので認知予備力

の強化に効果があるからなんです。 

世界的に囲碁人口が増えていて、世界では 3000

万人以上と言われていますし、日本でも600万人以上

いると言われている状況ですから、現在ではボードゲ
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ームの中でも囲碁は非常にメジャーな存在といえるで

しょう。 

囲碁は考える力を向上させ、認知症や脳疾患の予

防に効果的である事から医学の分野でも注目されて

いる囲碁です。実は子供の教育にも良い影響を与え

るボードゲームとも言われています。 

人間の脳は、左脳の方が早く発達すると言われて

います。左脳が鍛えられ計算や暗記などの論理的な

思考と言われています。左脳は年齢と共に衰えてい

きます。逆に右脳は「空間把握能力」などの大局感的

な思考と言われ、音楽や絵画など芸術に対応して発

達し続けるのではないかといわれています。左脳右

脳をバランスよく使うことが大切なのですが、左脳に

偏っている人が多いそうです。 

そして、このバランスが崩れていることがボケる原

因の一つと言われています。 

囲碁は右脳を使うゲームです。囲碁をする際、脳は

「左脳：右脳＝3：7」の割合で使われているそうです。 

囲碁は全体を見渡し、一手を考えるために独創的

な右脳を使います。そのため発達が促され、同時に

左脳も活性化されるという仕組みです。 

囲碁を始めると、視野が広がります。 

あなたのものの見方が徐々に変わるはずです。 

仕事も含め、人生がうまくいってないという方は、囲

碁を始めることが良いきっかけになるかもしれませ

ん。 

「相手の弱い石があるけど、自分の弱い石もあるか

ら、相手を牽制しつつ防御も固めなくては」 と考える

必要があるわけです 

囲碁を打つと、思考力、注意力、集中力を担う脳の

前頭前野や空間認知能力に関係する頭頂葉が活性

化することが知られています。 

又、認知機能低下を抑制する力があり人生の楽し

みとして熱中できる趣味などを持っている人は、毎日

陰鬱な生活を送っている人よりアルツハイマー型認

知症に罹る可能性が低くなるという報告もあります。 

囲碁は高齢になってから始めてもきちんと覚えられ

ますし、上達していきます。そのため、やり甲斐を持っ

て取り組めることも、脳の働きを良くするうえでの一助

になっているようです。さらに相手がいることで、「強く

なりたい」「負けて悔しい」という感情面も発達。認知症

の予防や進行を遅らせることができます。 

デイサービスオリーブでは毎日囲碁を行っていま

す。ご利用者のお相手は１０名のボランティア有段者

の方々です。 

最後にお願いがあります。 

まだまだ囲碁をお相手頂くボランティアの方を必要

としています。 

ご紹介宜しくお願い申し上げます。 

次回は、「将棋と認知症」掲載予定です。 

以上 

 

デイサービスオリーブたかの台 

ご利用者募集中 

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 

囲碁、健康麻雀、将棋、パソコン 

絵手紙、折り紙、大人の塗絵も大人気！！ 

編物、ヨーガ体操、書道、陶芸、朗読 

演芸（踊り・マジック・歌・漫談他）、落語 

ハーモニカ演奏と歌、フルート演奏と歌 

カラオケ（8万曲）！！ 

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・効果抜群!！）を設置しています。 

以上すべて。 認知症予防、もの忘れ防止に有効

なイベントです。 

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。 

 昼食は、魚沼産コシヒカリ使用の昼食 

大人気 うまい！！！ 

 ご紹介も随時承っています。 

担当が皆様の連絡をお待ちしております。 

デイサービスオリーブ 担当： 加世田   

TEL： 042-344-7801  

 

ホームヘルパーオリーブ 

ご利用者さん・ヘルパーさん募集中 

ホームヘルパーオリーブでは“ご利用者さん”“ヘル

パーさん”を募集しています。訪問介護をご希望のご

利用者さん、遠慮なくご相談ください。 

また、介護福祉士や介護職員初任者研修（旧ヘルパ

ー２級）を取得した方であればすぐホームヘルパーと



して働くことが出来ます。取得して働いたことのない方

でもＯＫ!!研修もありますので、仲間同士親睦も深め

楽しく働けると思いますよ！あなたの空いている時間

を有効活用してみませんか！ 

 また、お知り合いの方で資格をお持ちの方がおられ

ましたらご紹介をお願い申し上げます。 

担当が皆様の連絡をお待ちしております。 

ホームヘルパー 担当： 照屋   

TEL： 042-344-7803  

 

オリーブ福祉用具販売 

ご利用者募集中 

オリーブ福祉用具販売では、靴や杖、ベッド、介護用

品の販売から福祉用具のレンタルや販売。手すりの

設置や段差解消工事などの住宅改修工事も承ってお

ります。どうぞお気軽にご相談下さい。 

ご紹介も随時承っています。 

担当が皆様の連絡をお待ちしております。 

オリーブ福祉用具販売 担当： 髙橋   

TEL： 042-344-7803  

 

こまくさの会・ボランティア事業 

オリーブボランティア事業“こまくさの会”です。 

◎サロン(コミュニティ・カフェ)毎月第２金曜日 

今月は１０日（金）１３時３０分～１５時 30分 

参加自由、参加費無料、高齢者の集まり・お話の場 

◎家族会・毎月第 4金曜日 

今月は２４日（金）１３時３０分～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 日曜日ですが、今月は２６

日（日）第４日曜日１３時３０分～１６時３０分、会費１００

円、場所・デイサービスオリーブたかの台・サロン・家

族会参加者・オリーブご利用者の皆様 

◎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 

◎災害地への支援及び支援金 

◎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の支援し

ていただく方々募集。 

  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。  

寄付者には税額控除証明書付き領収書を発行します。 

こまくさの会事務局：デイサービスオリーブ内 

電話： ０４２－３４４－７８０１ 

電話： ０４２－３４４－７８６８ 

(毎月第２・第４金曜日１３時～１６時) 

 担当スタッフ: 櫻田、山岸、丸岡、柳澤、齋藤、上羽  

 こまくさの会の参加者を募集しています。  

 

 

 
オリーブの行事予定   （平成２９年３月分） 

3/01(水) 午前 絵手紙 

3/03(金) 午前 書道 

3/04(土) 午前 書道 

3/04(土) 午後 朗読 

3/07(火) 午前 書道 

3/08(水) 午前 書道 

3/09(木) 午後 フルート演奏“ユーフル” 

3/10(金) 午前 中国式体操 

3/10(金) 午後 こまくさの会 「サロン」 

3/11(土) 午後 歌遊び「野の花」 

3/13(月) 午後 シンガー （山口さん） 

3/15(水) 昼 誕生会 

3/15(水) 午後 大人の塗り絵 

3/15(水) 夕 オリーブ定例会議・研修 

3/18(土) 午前 書道 

3/24(金) 午後 紅あき一座 

3/24(金) 午後 こまくさの会 「家族会」 

3/25(土) 午前 陶芸 

3/25(土) 午後 書道 

3/26(日) 午後 こまくさの会 「カラオケ」 

3/27(月) 午後 ヨーガ体操 

3/28(火) 午前 折り紙 (三重野さん） 

3/28(火) 午後 落語 （吉原朝馬師匠） 

3/29(水) 午前 絵手紙 

3/30(木) 午後 いきいきサークル 「民謡」 



 

月 火 水 木 金 土

1日 ２日 ３日 ４日

タラの野菜あんかけ 肉じゃが チキンステーキ 太刀魚の蒲焼風

大豆そぼろとごぼうのきんぴら オムレツ カレー風味麻婆豆腐 厚揚げとイカ団子の炊き合わせ

ｷｬﾍﾞﾂとﾍﾞｰｺﾝのﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ 青梗菜とコーンの海苔ドレサラダ オクラと干しエビの和え物 大根葉とちくわの炒め煮

炒りたまこうや もやしと錦糸玉子の中華和え マカロニ玉子サラダ メンマとインゲンのごま油炒め

豆腐と揚げのみそ汁 豆腐と揚げのみそ汁 五目ちらし寿司 玉葱とじゃが芋のみそ汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ おすまし ご飯・フルーツ

※雛あられ ※雛あられ フルーツ ※南瓜プリン

※雛あられ

５６１Ｋｃａｌ ５２４Ｋｃａｌ ６０８Ｋｃａｌ ５８２Ｋｃａｌ

６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日

アジの南蛮漬け ポークソテー玉ねぎソース マスの醤油麹焼 天ぷら(ｷｽ・ｻﾂﾏ芋・ｶﾆｶﾏ） 鶏肉と野菜の中華風煮 八宝菜

ミートソーススパゲティー ｷｬﾍﾞﾂﾎﾞｰﾙと竹輪の ｸﾞﾗﾀﾝ風ﾎﾟｰｸｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ ｵﾑﾚﾂのﾊﾞｼﾞﾙﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ なすのみそ炒め カニカマとキャベツの彩りサラダ

ブロッコリーと玉ねぎのサラダ 炊き合わせ くわいの煮物 蒸し鶏と野菜のマリネ ほうれん草と人参のお浸し インゲンとウィンナーのソテー

白菜とじゃこの炒め煮 菜の花とピーマンの和え物 ごぼうのみそ炒め 切干大根とじゃこのﾅﾑﾙ 中華サラダ ちくわの煮物

おすまし カリフラワーと 豆腐とわかめのみそ汁 おすまし 玉葱とじゃが芋のみそ汁 新玉葱と揚げのみそ汁

ご飯・フルーツ 紫キャベツのサラダ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※コーヒーゼリー 豆腐とわかめのみそ汁 ※バナナの黒糖かん ※バナナの黒糖かん ※バナナの黒糖かん ※ブルーベリーかん

ご飯・フルーツ

※コーヒーゼリー

５８０Ｋｃａｌ ５４５Ｋｃａｌ ５１８Ｋｃａｌ ５７９Ｋｃａｌ ５３６Ｋｃａｌ ５５７Ｋｃａｌ

１３日 １４日 １５日誕生会 １６日 １７日 １８日

親子煮 おでん ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのﾃﾞﾐｿｰｽかけ チキンのハニーマスタード ホキのクリームソースかけ 鶏の唐揚げ

いなり揚げと金平ごぼう じゃが芋とｳｨﾝﾅーの 切干大根の炒め煮 がんもと竹輪の煮物 絹厚揚げの煮物 麻婆なす

青梗菜ときのこの和え物 カレー風味煮 イカマリネ 菜の花のごま浸し つきこんみそ炒め煮 シェルマカロニの彩りサラダ

三色ピーマンのマリネ マカロニサラダ 青菜の醤油和え ピーマンと竹の子の炒め物 蒸し鶏とオクラの醤油和え 白滝と油揚げの煮物

しいたけのかき玉汁 人参のごま和え 豆腐となめこのみそ汁 豆腐となめこのみそ汁 大根と揚げのみそ汁 おすまし

ご飯・フルーツ しいたけのかき玉汁 お赤飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※ごま入り蒸しカステラ ご飯・フルーツ ※ブルーベリーかん ※ブルーベリーかん ※白玉団子 ※ぜんざい

※ごま入り蒸しカステラ

５４７Ｋｃａｌ ５５９Ｋｃａｌ ６７５Ｋｃａｌ ４９５Ｋｃａｌ ４９６Ｋｃａｌ ６３８Ｋｃａｌ

２０日春分の日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日

豚肉と野菜の生姜炒め ホキのみぞれあんかけ 豚すきやき風 カレイ照焼と玉子焼 チンジャオロース風 マスの塩焼

冬瓜の煮物 ごぼうと豚肉の時雨煮 キャベツ焼 チヂミ あさりと大根の煮物 じゃが芋とｳｨﾝﾅーのﾄﾏﾄ煮

わかめサラダ 春雨と鶏肉のチャプチェ風 ひじきの彩りマリネ ビビンバ鶏肉 ほうれん草と 小松菜のザーサイ炒め

カリフラワーの彩りマヨ和え もやしナムル 切干大根のゆかり風味 かんびょうの甘辛煮 油揚げの煮浸し なすの煮浸し

大根と揚げのみそ汁 大根と揚げのみそ汁 わかめのみそ汁 わかめと揚げのみそ汁 トマトポテトサラダ 豆腐とわかめのみそ汁

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

※しそようかん ※しそようかん ※コーヒーゼリー ※南瓜プリン ご飯・フルーツ ※牛乳きな粉もち

※南瓜プリン

５９７Ｋｃａｌ ４９４Ｋｃａｌ ５３１Ｋｃａｌ ５３４Ｋｃａｌ ５４１Ｋｃａｌ ５１７Ｋｃａｌ

２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

カレイの竜田揚げ 鶏肉と大根の炊き合わせ 肉豆腐 サバのみそ煮 ハムチーズフライ

おろしﾎﾟﾝ酢あん 豚肉と白菜の玉子とじ 野菜コロッケ 鶏肉とじゃが芋の イカ団子とはんぺんの煮物

チキンカレー ごぼうの炒め煮 もずくとわかめの酢の物 ホワイトクリーム煮 オクラと干しエビの和え物

さつま揚げのごまみそ和え ふきと竹輪の煮物 青菜のお浸し キャベツとわかめの酢の物 おから

春雨の和え物 豆腐とわかめのみそ汁 新玉葱と揚げのみそ汁 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝの 大根と揚げのみそ汁

豆腐とわかめのみそ汁 ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ご飯・フルーツ

ご飯・フルーツ ※あずき牛乳寒天 ※黒蜜寒天 大根のみそ汁 ※南瓜プリン

※あずき牛乳寒天 ご飯・フルーツ

※黒蜜寒天

５７３Ｋｃａｌ ５５９Ｋｃａｌ ５２０Ｋｃａｌ ５６５Ｋｃａｌ ５４５Ｋｃａｌ

　　※　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）3月昼食献立表


