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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 3月 1日 発行 第 99号 

 

 今年の冬は記録的な大雪や低温で苦労されていると思います。各地の梅まつりも寒

さの影響で梅の開花が例年より遅く盛り上がりにかけてしまった感じがします。３月

に入りようくやく満開の梅が見られるのではないでしょうか･･･ 

今月は、地域の高齢者のお力になれるようお仕事している「桜台居宅介護支援事業所」、

および「通所リハビリテーション」の一日の生活の中の一部、伝統調味料について紹

介します。 

 

 

 

 

今回は私たちの仕事の内容を紹介させていただきます。 

ケアマネージャーの仕事は利用者様が、ご自宅で安全に安心して生活できるように、

支援をさせていただくことです。たとえば、 

骨折しやっと動けるまでに回復したが、手すりもなく一人暮らしで台所に

立てない、食事が作れなくて困っている・・・ 

そのような時に病院に伺い、病院と連携をとったり、住宅改修やヘルパ

ーさんの手配をするなど、ご本人の意向を尊重しながら、サービスの調整

などを行わせていただきます。 

また、「母が認知症になってしまい、徘徊したり、何度も食事を要求した

り、私はもうクタクタ・・・」などのご家族からの相談では、 

何よりご本人が嫌な思いをされないように、そしてご家族の負担も

軽減できるように、お手伝いをさせていただきます。 

高齢者の方とお話をすると、学ぶことがたくさんあります。 

多くの方と縁をもち、皆様が楽しく生活できるお手伝いができれば

と考えています。それが私たちの願いです。 

是非困っていることがあればご相談下さい。 

 

   桜台居宅介護支援事業所  ０３－５６４６－２３１２

『桜台居宅介護支援事業所』便り 
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 先日、埼玉県日高市にある醤油工場に行ってきました。工場での説明を聞いて感心

した事が多くありました。今月のさくら診報でページの空きができたので、普段多く

口にしている「醤油」についてホームページから抜粋した内容ですが紹介したいと思

います。 

《弓削多醤油 http://yugeta.com/mame/qa.html より》 

Ｑ．醤油の塩分はどのくらいあるのですか？ 

Ａ．醤油の塩分は 16～18％くらいです。減塩醤油はその半分で 9％以下です。 ちな

みに味噌は 11～13％くらいです。 

Ｑ．醤油の種類はどんなものがあるのですか？ 

Ａ．醤油の種類は次の 5 種類があります 

特徴 

① 【こいくちしょうゆ】 大豆と小麦を等量使用して作る醤油で、全国で作られる

醤油のうちのの約 80パーセントがこの醤油です。 

② 【うすくちしょうゆ】 大豆より小麦を多く使用する醤油で色が薄いのが特徴で

す。色がうすいため塩っぱくないように感じますが実はこいくちしょうゆより塩分濃

度は高いです。 

③ 【たまりしょうゆ】 ほぼ大豆だけで作る醤油で、濃厚な旨みのある醤油です。

さしみなどのつけ醤油に適します。 

④ 【さいしこみしょうゆ】 大豆と小麦を等量使用し、一度しぼった生醤油を再び

麹に仕込んで醗酵/熟成するためこの名前がつきました。たまり醤油のように濃厚な

味が特徴です。 

⑤ 【しろしょうゆ】 ほぼ小麦だけで作る醤油です、醤油の色をつけたくない料理

に適します 

Ｑ．丸大豆醤油とはどんな醤油ですか？ 

Ａ．丸い大豆を原材料にするという意味ではなく、収穫された大豆をそのまま丸ごと

使うという意味です。これに対して、脱脂加工大豆(大豆から油を搾油した後の大豆)

を原料とした醤油が現在では大半で、それとの差別化の意味で丸大豆と呼ばれる。 

ちなみに四角い大豆や三角の大豆はありません。裏の表示を見ると、原材料の欄に丸

大豆醤油の場合、大豆と書かれ、脱脂加工大豆の場合は脱脂加工大豆と書かれていま

す。丸大豆醤油の方が一般的に色が明るく、香が良いといえます。 

 

《健康・医療 http://allabout.co.jp/gm/gc/298542/ 》を参照しますと 「お醤

油の塩分って血圧に悪いと思っていませんでしたか?」とあります。お醤油に含まれ

る成分には、血圧を下げたり、血糖値抑制するなど、健康効果があるとの事です。 

ただお醤油の健康効果を期待して、お醤油を飲むなんてことはしないでください。 

 

                                柄脇尚人

伝統調味料『醤油』 

 

 

http://yugeta.com/mame/qa.html
http://allabout.co.jp/gm/gc/298542/
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 こんにちは♪ミレニアム桜台の通所リハビリテーションです。 

さくら診報への掲載第三回目の今回は『発声練習』をご紹介いたします。 

私たちが使っている声を出すには、肺・気管・咽喉・口腔・舌などの器官をはじめ、

腹筋・背筋・首・肩などの筋肉等、多くの部分が関わっていますが、老化や病気によ

り声が出にくくなってきます。 

また、唾液の分泌量が減ったり、食べ物を噛む力や水分を飲み込む力も弱くなりま

すので、誤嚥性肺炎・低栄養・脱水などを招く恐れがあります。 

「声を出す・噛む・飲み込む」といった身体機能の低下を防止するためには、発声

練習や嚥下体操を行うことがとても大切です。 

ミレニアム桜台通所リハビリテーションでは、集団体操時に『発声練習』を行って

います。 

① 水馬（あめんぼ）赤いなアイウエオ、浮き藻に小蝦（こえび）も泳いでる 

② 柿の木栗の木カキクケコ、啄木鳥（きつつき）コツコツ枯れけやき 

③ 大角豆（ささげ）に酢をかけサシスセソ、その魚浅瀬で刺しました 

④ 立ちましょ喇叭（らっぱ）でタチツテト、トテトテタッタと飛び立った 

⑤ 蛞蝓（なめくじ）のろのろナニヌネノ、納戸にぬめって何ねばる 

⑥ 鳩ぽっぽほろほろハヒフヘホ、日向のお部屋にゃ笛を吹く 

⑦ 蝸牛（まいまい）、螺旋巻（ねじまき）マミムメモ、梅の実落ちても見も

しまい 

⑧ 焼き栗ゆで栗ヤイユエヨ、山田に灯のつく宵の家 

⑨ 雷鳥は寒かろラリルレロ、蓮華が咲いたら瑠璃の鳥 

⑩ ワイワイわっしょいワヰウヱオ、植木屋井戸換えお祭りだ 

これは『ゆりかごの歌』や『ペチカ』などで有名な北原白秋の『五十音』という作

品です。俳優やアナウンサー養成所でも実際に使われているそうですが、練習する際

は単に早口言葉のように読むのではなく、腹

式呼吸を意識しながら言葉にメリハリをつけ、

できるだけ大きな声で読み上げます。 

この歌の中には懐かしい日本の美しい風景

が描かれていますね。ご利用者の皆様も練習

しながら昔を思い出し、温かい気持ちになる

そうです。 

さくら診報を読んでくださっている皆様も、ご自宅で簡単にできますので、ぜひ『五

十音』で発声練習を行ってみてください♪ 

 

               介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

                通所リハビリテーション 福中 彩人

『通所リハビリテーション便り』 
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3月診療科目表 

日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 

第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 

1木 阿古  土屋 中内（や）  16金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

2金 中村 中内（幹） 中村  岩田 17土 中内（や） 須藤    

3土 中内（や） 石神    18日       

4日       19月 中村 中内（幹） 中村  岩田 

5月 中村 中内（幹） 中村  岩田 20火       

6火 小島  高橋 大池  廣田 21水 中村 中内（や） 中村  宮田 

7水 中村 中内（や） 中村  宮田 22木 阿古  土屋 中内（や）  

8木 阿古  土屋 中内（や）  23金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

9金 中村 中内（幹） 中村  岩田 24土 中村 石神     

10土 中村 石神     25日       

11日       26月 中村 中内（幹） 中村  岩田 

12月 中村 中内（幹） 中村  岩田 27火 秋好  高橋 大池  高橋 

13火 秋下  廣田 大池  高橋 28水 中村 中内（や） 中村  宮田 

14水 中村 中内（や） 中村  宮田 29木 代診  土屋 中村   

15木 阿古  土屋 中内（や）  30金 中村  休診 中村  岩田 

 31土 中内（や） 石神    

平成 24年 2 月 29日作成 

担当医は、学会等の都合により代診・休診の場合があります。 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

 

【編集後記】 

 卒業式の季節になりましたが、皆さんはどのような歌を歌われ

たのでしょうか？かつては、「仰げば尊し」「蛍の光」でしたが、

最近ではあまり歌われず人気歌手のヒット曲やオリジナル曲が

多くなりました。皆様にはどのような歌が心に残っていますか？ 

                           柄脇 尚人 

 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 

[連絡先]〒176-0002 東京都練馬区桜台 2-1-7 

阿部クリニック 広報委員会 

TEL：03-3992-1103 FAX :03-3992-1008 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/ 


