
新年度（事業年度）を迎えるにあたって 

理事長 加世田 輝三 

春風の心地よい季節を迎え、皆様方にはお元気で

ご活躍のことと存じます。 

ＮＰＯ法人オリーブは、本年４月、ご利用者・ご家族

の皆さん、地域の方々、ボランテイアの方々の温かい

ご指導とご支援、職員スタッフの皆様に支えられて 15

年目を迎えることが出来ました。これもひとえに皆様

のご支援・ご協力の賜物と心より感謝しております。 

新年度もお客様満足の向上に努め、更なる成長を

目指し，職員一丸となって進んで参ります。  

今後とも変わらぬご支援・ご協力のほど何卒よろし

くお願い申し上げます。 

各事業部門では、 

○デイサービスオリーブたかの台 

機能訓練やいろいろな趣味活動の提供により心身

機能の維持・向上、自身の回復や情緒安定を図り、ご

利用者の皆様が 1 日を楽しく生活できることに継続し

て取組んでまいります。 

○オームヘルパーオリーブ 

新年度サービス提供責任者が２名体制となり、ホー

ムヘルパーも増えましたので、ご希望に沿ったサー

ビスを提供してまいります。 

○オリーブ居宅介護支援事業所 

ご利用者に最適の介護サービスを提供できる計画

を立てるのはもちろんのことですが、介護する人が心

身ともに健康であることが基本である以上、介護者の

労力、疲れ、悩みを軽減できる、居宅介護計画書を提

供できるよう取り組んでまいります。  

また、介護に関する相談等、いつでも遠慮なくご相

談下さい。 

○オリーブ福祉用具販売 

ご好評を頂いています住宅改修（手摺り、段差解消

など）をはじめ、福祉用具のﾚﾝﾀﾙ、販売に懇切丁寧

な説明と使用中のフォローを充実し、事故のない安心

して使っていただける用具を提供してまいります。ご

近所、お知合いの方、ご紹介頂ければ幸いです。 

○認定ＮＰＯ・ボランティア事業 

「こまくさの会(サロン・家族会・ちょっとしたお手伝

い・災害地への支援等)」は、４年目を迎えました。サロ

ン、家族会は合わせて82回の開催となり、参加された

皆様に喜んで頂ける会になってまいりました。 

月１回のｶﾗｵｹの会も毎回参加者増え好評です。 

新年度も 1 人でも多くの方々が参加、利用できるよ

うな環境作りに取り組んでまいりますので、まだ参加さ

れておられない方は是非今年度参加して下さい。 

○ボランティア事業の資金は、認定NPOのパブリッ

ク・サポート・テストの基準（1 口 3,000 円以上、かつ

100名以上の寄付）で集めた寄付金で賄っています。 

認定 NPOの更新が来ました。更新の数ある条件の

なかで、他はすべてクリアしていますが、このパブリッ

ク・サポート・テストの基準達成が厳しい状況です。皆

様方の更なるご支援ご協力をお願い申し上げます。 

 各事業部門の新年度の目標や抱負を達成するため

には、お客様・ボランティアの皆様・関係各位のご支

援があればこそ達成できるものと信じております。ま

ずは目の前の課題にひとつひとつ着実に取り組んで

まいりますのでなお一層のご支援ご鞭撻を宜しくお願

い申し上げます。 

桜の花は、何事があっても毎年この時期に、優しい

花を満開に咲かせ、私たちを楽しませ、心を癒してく

れます。 

暖かな季節、皆様のご多幸を心よりお祈り申しあげ

新年度のご挨拶とさせて頂きます。 
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野に咲く花に寄せて   丸岡 

「野に咲く花のように」という歌があります。その昔「裸

の大将」と言う山下清画伯の事をテーマにした映画の

主題歌です。小林亜星さんの作曲で、ダ・カーポが歌

っています。内容は、人生ときには辛いことも、暗いこ

とも色々ありますが、野に咲く花のように、何があって

も、人を爽やかにしたり、人を和やかにしたり、雨にも

風にも逆らわず、健気に咲く野の花に感動し、自分も

そのような生き方をしたい、と言うものです。野に咲く

花の代表は、やはりタンポポでしょうか。「踏まれても、

なおタンポポの笑顔かな」…。年を経る毎に、歌の心

をしみじみと感じます。 

私も 2013年から 2015年にかけて正味 2年半で 4

回の大手術を受け、乗り越えてきました。勿論、今も

闘病中ではありますが、私はいつも歌に支えられて

います。そして、いつも自分も“人を爽やかにしたり、

和やかにしたりできる自分になりたい”と願っています。

何があっても負けない自分、いつも明るく笑顔あふれ

る人生を生き抜いていきたいと願っています。これか

らも歌と共に、支えて下さる仲間と共に「心に太陽を、

唇に歌を」明るく楽しく、自分の信念のままに、朗らか

に前進していこうと思っています。「生きていること自

体を楽しんで」生き続け、自分の生涯を完結させたい

と願っています。又、常に私を見守り、励まして下さっ

ている全ての皆様に心から感謝申し上げ、その励まし

のお気持ちに“タンポポの笑顔で”お応えして参りま

す。歌は私の健康のバロメーターです。歌える限り歌

い続け、少しでもご恩返しをさせて頂きたいと願って

います。

 
野に咲く花のように 

  作詞：杉山正美、作曲：小林亜星、歌：ダ・カーポ 

① 野に咲く花のように 風に吹かれ 

野に咲く花のように 人を爽やかにして 

そんなふうに  僕たちも 

生きて行けたら 素晴らしい 

時には暗い  人生も 

トンネル抜ければ 夏の海 

そんな時こそ 野の花の 

けなげな心を 知るのです 

② 野に咲く花のように 雨にうたれて 

野に咲く花のように 人をなごやかにして 

そんなふうに  僕たちも 

生きて行けたら 素晴らしい 

時にはつらい 人生も 

雨のち曇りで  また晴れる 

そんな時こそ 野の花の 

けなげな心を 知るのです 

 

丸岡様に４月号オリーブ通信の原稿をお願いしま

したところ、早速、寄稿を賜りました。 

丸岡さんは、ハイ・ソプラノ歌手です。平成 8 年 11

月、ニューヨーク・カーネギーホールで独唱された経

歴をお持ちです。また、オリーブの職員であり、「こま

くさの会」の幹事もされ、デイサービスオリーブのご利

用者でもあります。 

志満子さんの歌は、歌い始めますと、私たちの心に

響きオーラのような輝きでもって聴き手 を魅了してや

みません。今、病と闘い大変な心労にも関わらず、常

に笑顔を絶やさず、前向きに、負けない人生を送って

おられます。オリーブ職員の鏡でもあります。 

治ることを信じ、祈って、玉稿のお礼の言葉とさせ

て頂きます。        （理事長） 

 

将棋と認知症予防 

厚生労働省の発表によると、認知症患者の数は

2012年の時点で 462万人おり、団塊世代が後期高齢

者の仲間入りする 2025年には 700万人を超える見通

しとされています。 

 これに認知症予備群とされるＭＣＩ（軽度認知障害）

を加えるとその数なんと 1300万人。国民の 10人に 1

人が認知症とその予備軍となる未来がやってくるので

す。 

増加する認知症患者をいかにケアしていくかといっ

た問題も大事ですが、できることならば認知症になら

ずに健康的な老後を過ごしたいものです。 

将棋が認知症予防にいかに効果あるか、研究報

告・事例によると 

 「囲碁や将棋の教室に通い始めたＭＣＩ患者が、

1 年後に回復したケースがある」（関西地方の認

知症専門医） 



● 週3回以上将棋・チェスをする人は、何もしない

人と比較して認知症発症リスクが 60%程度軽減 

など、対人頭脳ゲーム(将棋、囲碁、健康麻雀、等）の

高い認知症予防効果が紹介されています。 

認知症予防に効果的である理由ですが、局面を読

むことや対戦相手との駆け引きによって頭を使うため、

脳の神経細胞が活発になり「認知予備力」が高まるか

らだそうです。 

「認知予備力」とは、脳内における予備ルートを維

持・構築する力のことです。脳内の神経細胞は網目状

に繋がっているために、たとえ一部分の神経細胞が

損傷・死滅したとしても、他のルートに回り道すること

で、認知機能を維持することができます。 

「認知予備力」を高めることで、脳内のネットワーク

機能を維持し、万が一の時の迂回路を確保しておく。

そのためには将棋や囲碁といった対人ゲームで、日

ごろから脳の機能を活発にさせておくことが大事とい

うわけです。これらの対人頭脳ゲームは、似たようなこ

とを反復するだけの計算ドリルのような脳トレよりも認

知症予防効果が高いことがわかってきていますので、

日々の認知症予防対策に積極的に取り組んでいきた

いものですね。 

デイサービスオリーブに将棋・囲碁で通うことは、高

齢者が陥りがちな孤独感からの脱却、デイに通うこと

による定期的な有酸素運動の実践という意味で、より

一層の健康効果が期待できます。 

皆さんもこれを機に、将棋や囲碁、健康麻雀などで

遊ばれてみてはいかがでしょうか？ 

追申、将棋の駒には 8 種類の駒があり、それぞれ

の個性があり、それぞれの独特の動きをする、取った

相手の駒を自分の手駒とし、再活用もでき、場面に応

じた活躍をさせることができる。だから、好きな駒がで

きるし、あんまり好きじゃない駒もできてくる。 

これって何かに…似ていませんか？ 

 

 

●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。ご連絡下さい。 

●オリーブ居宅介護支援事業所 

介護相談・ケアマネはオリーブご指定下さい。 

●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です。 

●オリーブ福祉用具販売 

ご利用者募集中・住宅改修・福祉用具 

●こまくさの会・ボランティア事業 

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４月分） 

４ 

 

月 

1(土) 午前 書道 

〃 午後 朗読 

4(火) 午前 書道 

5(水) 午前 絵手紙 

〃 午後 大人の塗り絵 

6(木) 午前 中国式体操 

7(金) 午後 お花見 （小平中央公園） 

８(土) 午後 歌遊び 「野の花」 

10(月) 午後 紅あき一座 

11(火) 午後 シンガー （山口さん） 

12(水) 午前 書道 

14(金) 午前 書道 

〃 午後 こまくさの会 (サロン） 

15(土) 午前 書道 

18(火) 午前 書道 

19(水) 昼 誕生会 

〃 午後 フルート演奏 “ユーフル” 

〃 夕方 定例会議・研修 

20(木) 午後 落語 吉原朝馬師匠 

21(金) 午前 陶芸 

22(土) 午後 白梅学園遊ぼう会 

23(日) 午後 こまくさの会 「カラオケ」 

24(月) 午後 ヨーガ体操 

25(火) 午前 折り紙 （三重野さん） 

26(水) 午前 書道 

28(金) 午前 書道 

〃 午後 こまくさの会 「家族会」 

★午後の行事は参加可能です。 遊びに来てください。 

 

 

お知らせ： フェイスブックを始めました。 NPO いきがいサロ

ンオリーブの活動を紹介しますのでご覧ください。 お子さん

お孫さんにもお知らせ下さい。「いいね」も押してくださいね。 

www.npoolive.org 

 
NHK総合テレビの番組紹介 （録画予約してご覧ください） 

・ ドラマ「母、立ちあがる」  4/22（土） 16:20～17:10 

・ "脳若返り"の秘策 !?    4/22（土） 17:10～18:00



 

 

 

月 火 水 木 金 土
1(土)

鶏唐揚げの野菜あんかけ

凍り豆腐のみそ煮

春雨のチャプチェ風
もやしときゅうりのナムル

豆腐となめこのみそ汁

ご飯・フルーツ

ブルーベリーかん

5５２Kcal
3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土)

回鍋肉 タラの中華風あんかけ 野菜豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのゆずおろしあん おでん 赤魚のみりん醤油焼と玉子焼 鶏肉のクリームシチュー

三角いなりと揚げボールの煮物 ポークストロガノフ 車麩とちくわと里芋の煮物 ウイ ンナーとキャベツのトマト煮 海鮮炒め イカ団子と大根の煮物

ひじきの彩りサラダ メンマとイ ンゲンともやしの炒め物 ブロッコリーとコーンのサラダ 刻み昆布と大豆の磯風味和え ひじきの煮物 キャベツとハムの中華サラダ

大根煮 青菜の玉子和え レンコンの梅肉和え 炒りたまこうや ツイ ストマカ ロニと野菜のマリネ インゲンのおかか和え

大根となめこのみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 豆腐となめこのみそ汁 大根と揚げのみそ汁 椎茸のかき玉汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※黒蜜寒天 ※南瓜プリン ※黒蜜寒天 ※南瓜プリン ※コーヒーゼリー ※コーヒーゼリー

6１９Kcal ５４５Kcal 5３２Kcal ５２４Kcal 4７９Kcal 45８Kcal
10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土)

サバの塩焼ときんぴらごぼう メンチカ ツの玉子とじ風あんかけ マスのチャンチャン風 ハンバーグホワイトソースかけ ハッシュドポーク ホキのきのこあんかけ

つくねの照焼風あんかけ ポークビーンズ キャベツボールとはんぺんの和風煮 ツナと白菜の甘辛煮 春巻 肉団子とさつま芋のトマト煮

ふきの煮物 きゅうりとわかめの三杯酢和え オクラ と竹の子湯葉のおかか和え ビビンバ 小松菜の辛子醤油和え わかめと白きくらげの梅しそ和え

カリフラワーのマヨ和え おからの五目煮 揚げじゃが さつま芋のマヨ和え あさりとキャベツの酒蒸し カ リフラ ワーと紫キャベツのサラ ダ

おすまし 豆腐とわかめのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 おすまし 椎茸のかき玉汁 南瓜のみそ汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※ブルーベリーかん ※ブルーベリーかん ※ブルーベリーかん ※白玉団子 ※白玉団子 ※白玉団子

５６８Kcal 57８Kcal 5２７Kcal 5５８Kcal 5７６Kcal ５１１Kcal
17(月) 18(火) 19（水）誕生会 20(木) 21(金) 22(土)

マスのマリネ焼 鶏肉と野菜の炒め物 豚肉のごまソースかけ 牛肉のプルコギ風 フライドチキン サゴシのトマトソースかけ

チキンカレー 野菜天と大根の炊き合わせ ちくわの南蛮漬け 餃子のかきたまあんかけ かぼちゃとがんもの煮物 豚肉と大根のみそ煮

若竹煮 ほうれん草と油揚げの煮浸し 刻み昆布と蒸し鶏の梅肉和え ふきの大豆そぼろ煮 春菊のお浸し 玉ねぎとさつま揚げの生姜醤油

きゅうりとちくわの梅肉和え さつま芋のレモン煮 三色ナムル 中華サラダ かんぴょうの甘辛煮 きゅうりとわかめのごま酢和え

わかめと葱のみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 おすまし おすまし かぶと揚げのみそ汁 かぶと揚げのみそ汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ 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

※コーヒーゼリー ※コーヒーゼリー ※コーヒーゼリー ※バナナの黒糖かん ※バナナの黒糖かん ※バナナの黒糖かん

5５0Kcal 4９３Kcal ６４４Kcal 5３３Kcal 53３Kcal 49６Kcal
24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29（土） 昭和の日

鶏天 カレイのみりん醤油焼 天津かに玉甘酢あんかけ 豚肉とヤングコーンの炒め物 天ぷら（エビ・かぼちゃ・ちくわ） アジの醤油麹焼と焼売

はんぺんボールのオーロラ ソース 鶏野菜きのこ玉子焼 白菜とじゃが芋のクリーム煮 かぼちゃの肉そぼろあんかけ がんもとはんぺんの炊き合わせ 凍り豆腐と野菜の煮物

ほうれん草のごま和え スパゲティとベーコンのサラダ トマトポテトサラダ 切干大根の五目煮 刻み昆布の青しそ風味ドレサラ ダ ポテトサラダ

さつま揚げの甘辛煮 白菜と青菜の煮浸し 春雨とピーマンの中華和え シェルマカロニサラダ さつま芋のマヨ和え つきこんとネギの酢みそ和え

南瓜のみそ汁 南瓜のみそ汁 豆腐と揚げのみそ汁 豆腐と揚げのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※白玉団子 ※白玉団子 ※白玉団子 ※黒蜜寒天 ※黒蜜寒天 ※黒蜜寒天

６０３Kcal ５４６Kcal ５００Kcal 6０５Kcal 5５８Kcal 46０Kcal
　　※　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）４月昼食　オリーブ献立表


