Ｓさんちのうまうまレシピ
〜白菜の中華風即席漬け〜

コスモス新聞

冬の野菜といえば白菜、お鍋の具材やお漬物として活躍中ではないでしょうか？
今回はちょっと目先を変えて中華風の即席漬けのレシピをお届けいたします。

第４６号

砂糖や酢の分量はお好みで調整して下さい。
＜１．生の白菜バージョン＞
白菜がしんなりしてきたら、鷹の爪 1 本を輪切りにしたものと、
砂糖大さじ２杯・酢大さじ 1 杯を混ぜる
ごま油大さじ 1 杯を鍋かフライパンで煙が少々立ち上るまで熱し、
これを白菜に一気にかける
＜２．白菜漬けの古くなったものを利用するバージョン＞
古くなって酸っぱくなった白菜漬けを、汁気を搾って千切りにする
砂糖大さじ 2 杯と鷹の爪 1 本を輪切りにしたものを混ぜる
ごま油大さじ 1 杯を熱して白菜に一気にかける

【Ｓ．Ｓ】

今年は初の試み

こ～んにちはっ♪
赤ちゃん♪

で、あつみやさん
のお座敷で開催！
なりました♪
フラダンス

浅草ゆめ子さん

～焼き芋パーティー～

2014 年 2 月 23 日生
北〇家の次女 ・〇（あ
〇い）だじょ。
早く麗お姉たんと遊
びたいナ☆

コスモス・デイサービスで恒例の「クリスマス会」が開催されました。
コスモスアパートの住人を中心に総勢 22 名の方が参加してくれました。
カラオケでは、歌好きの方たちが熱唱されました。
次々にリクエストが入り、演歌でしっとり♪、AKB48 で盛り上がり♪
スタッフとデュエットしたり♪…普段は病気のために言葉が出にくい方も
好きな歌をリクエストし、声が出せたのには驚きました！
楽しい雰囲気とクリスマスが不思議なパワーを運んできたのかもしれません。
2014 年も皆さんお元気でお過ごしください…と願わずにはいられませんでした。 【Ｍ．Ｏ】

コスモスで採用されて間もない頃︑

Ｔさんを担当させて頂きました︒

Ｔさんは︑関西から数年前に関東へ

移住されましたが︑親族とは音信不

通でした︒

夏の暑い日︑狭い部屋で痛みと幻覚

の恐怖に悩まされていたＴさん︒自

力での歩行が困難な状態のある日︑Ｔ

さんのお部屋へ伺ったのですが不在︒

翌日︑﹁友達の所へ行っていた︒心配

かけて悪かった﹂︑と︒

Ｔさんは死や幻覚の恐怖︑疼痛や倦

怠感や生き苦しさなどの苦痛を︑お

友達と過ごすことで紛らわそうとし

ていたのかもしれません︒

心身の苦痛を十分に取り除くことや︑

親族との再会の意思を確認しなかっ

たこと︑私自身の未熟さを反省して

います︒最後は入院先で穏やかな表

情で旅立たれたと伺いました︒

反省と学び︑そして喜びの日々︒そ
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伊〇、 高〇、 富〇、 宇〇
＜編集後記＞立春を過ぎた頃、 記録的
大雪に見舞われましたね。 都会では忘れ
がちな自然の威力です。 この、 立春や夏
至、 秋分…古代中国の 『二十四節気』
に由来しています。 生きるとは土を耕すこ
とだった時代、 人々は田畑で空を見上げ、
太陽の位置を二十四に分けて美しい名で
呼びました。 自然への畏怖を忘れなかっ
たのでしょう。 皆さんもたまにはのんびりと
空を見上げ……ん？そこのアナタ、 カフン
襲来でそれどころではないって…？
さあ！季節は三寒四温を繰り返し、 雨水、
啓蟄から、 ゆっくりと春分へ向かいます！
めぐり来る季節に、 感謝。 富ころ記

クリスマスにはまだ早い 12 月 20 日の夜、

︻Ｋ・Ｙ︼

少し前の話になります。。。
アパートに住む人、訪問先の患者さんで、
焼き芋パーティーを「コスモスアパート
こかげ」の屋上で行いました。
シーツを引っ張るようにツルをむしり取ると、紅鮮やかなサツマ
イモが出てきます。それらをみんなで焼き芋と天ぷらにしました。
片付ける頃、辺りはもう暗くなっていて、コンロの中で細かい
炭が消えずに呼吸をしています。なかなか消えなくて、プランター
の土に炭を撒きます。いけない事と思いましたら、背中越しに
「そうすると良いんだよ」と住人の ʻファーマーʼ が言います。
静まった屋上の暗がりで、
土に散った炭たちが橙（だ
いだい）色に光ります。キ
レイです……晩秋を感じま
した。 【Ｈ．Ｏ】

2013 年 11 月 13 日生
小〇家の長女 ・ 由〇
でちゅ。
優しいメガネママと毎
日一緒だよ☆

れが私の﹁訪問看護の現場﹂です︒

農ジョー
通信

今年は以前読んだある言葉を皆さんに紹介し、新年の挨拶にしたいと思います。
（受け売りですみません m(̲ ̲）m)
作家の司馬遼太郎さんが生前遺言のように書いた「21 世紀を生きる君たちへ」といった文書が新聞に
掲載されたことがあります。その文書にとても心動かされた記憶を呼び起こし、「大切にしたいもの」
として書かせて下さい。
『・・・「いたわり」「他人の痛みを感じること」「やさしさ」 みな似たような言葉である。
この三つの言葉は、もともと一つの根から出ているのである。 根といっても、本能ではない。
だから、私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである。訓練とは、簡単なことである。
例えば、友達がころぶ。ああ痛かったろうな、と感じる気持ちを、その都度自分中でつくりあげて
いきさえすればいい。この根っこの感情が、自己の中でしっかり根づいていけば、
他民族へのいたわりという気持ちもわき出てくる。・・・・』
大切にしたい気持ちですね。これは一部ですが、インターネットで検索できます。
是非全文を読んで下さい。
【Ｍ．Ｙ】

「聖なる夜の賑やかなひと時…」〜コスモス☆クリスマス会

賑やかな大宴会と

三味線部

新春号

新年に寄せて～何を大切にするのか～

白菜２〜 3 枚を千切りにして塩小さじ 1 杯で軽くもんでおく

コスモス忘年会

平成２６年

ようこそ！コスモスへ！！

♪デイサービスのい・ち・に・ち♪
〜午年の壁掛けづくり〜
毎月のレクに組み入れられている「持ち帰り工作」。
２日間の設定で行いました！
まずは板目紙と折り紙を型通りに切り抜き、貼付けをして土台作り。
貼る順番が指定されて、ちょっとややこしかったようです…
それが終わると馬の色ぬり作業。
ピンクの馬かと思ったら、上から重ね塗りしていい色になった馬、
黄緑のいかにも若い色の馬、色塗りの作業をサボったのか ?
白馬にした人が１人など…人によって色が様々ですが、
結構和気あいあいとした雰囲気で進み、仕上げの工程へ。
なんでそんな向きに貼るの？前のめりで転びそうなのもありましたが，
皆さん無事に完成！！毎年恒例の『干支の壁掛け』でしたが、
『今年はウマく走るように』……
競馬のお守りにするつもりなのでは？
【Ｋ．Ｓ】

はじめまして。1 月よりコスモ

2 月 12 日からコスモスでお世話になっ

昨年 11 月から山谷の地に通い、コス

スでお世話になっています。

ています。去年３〜 11 月末まで宮城

モス・おはなで働けていること、嬉し

昨年末まで病院で勤務していま

県石巻の訪問看護ステーションで働い

く感謝の思いでいます。明るく常に新

した。１才の娘と猫２匹のため

ていました。マラソン、登山が趣味です。

しい気持ちで歩んでいきたいです！！

頑張って働きます。 【Ａ．Ａ】

よろしくお願いします。 【Ｔ．Ｎ】

よろしくお願いします。 【Ｈ．Ｙ】

ＮＰＯ学習会

我が家のペット自慢

☆☆☆

食堂いっぱいに香ばしい匂いの漂うアツアツの

「ポテトグラタン」。 よく炒めた飴色のたまねぎと旬の野菜をミキサーにかけて丁寧にこしら
える 「ポタージュ」。 男性陣に大好評の 「ねぎとろ丼」。 そして、 一番人気は何といって
も 「ヤキソバ」 です。 「丸〇さんのヤキソバはとにかくうまい！」 と、 大ファンの入居者Ｔさ
んは、入院中も病床で 「丸〇さんのヤキソバが食べたい・・・ 」 と懇願されていたほどです。
「この味、 どうやったら出せるんですか？」 と尋ねると、 「愛情です （＾－＾）」 とひと言。
本当に、 そうなのでしょうね。 心のこもったお食事、 いつもごちそうさまです！！
【Ｎ．Ａ】

Ｉさんは簡易宿泊所で二十余年暮らしてきまし

たが、平成二十三年十一月、コスモスアパートこ

かげの住人になりました。宿泊所を追い出される

よう引っ越すことになった時は大変でしたが、ヘ

ルパーさん達によって生活環境が整えられ、Ｉさ

んのペースでゆったりと過ごしていました。

平成二十五年六月、状態が急激に悪化して肺が

んと診断されましたが、本人は「私は入院や検査

はしたくありません」と意志がはっきりしていま

した。こかげでの生活を継続することになりまし

た。元々、自分が納得するまではイエスと言わず、

そこまで持っていくのに皆、労力を使って接して

いました。死期が迫り、体が思うようにならなく

なっても、強靭な精神力を持つ九十五歳でした。

介護への要求も細かく、それに応えるため介護・

看護者間でのミニ講習会も開きました。皆、仕事

だけではないものがあったから、こかげだったか

ら、最期まで看取ることができたと思います。

Ｉさんはプライベートなことはほとんど語ら

ず、自分の意思をしっかり持っている方でした。

亡くなった後、妻や息子さんらしき人と映った写

真、お墓参りの写真が出てきました。ずっと大事

にしていた写真です。今はお骨に納まり、Ｉさん

【Ｔ・Ｉ】

は自然豊かな山梨の清水寺で眠っています。合掌

１２／３( 火 ) 認定看護師研修中の
小〇さんより、 緊急時の対応とし
て心肺蘇生法をご講義頂きました。
消防署から借りた練習用人形や大
前ＣＭとの白熱した実演を交えた分
かりやすい内容で、 他事業所から
のヘルパーさん達も積極的に実践
練習されていました。 心臓マッサー
ジは 「世界に一つだけの花」 のテ
ンポで行うといいそうです。 デイ
のカラオケを流しながら、 賑やか
な勉強会となりました。
【Ｙ．Ｔ】

小〇潤〇様
佐〇元〇様
アバディーン投信投資顧問（株）様
大〇陽〇様
（㈱）婦人之友社 明の友様
新宿コミュニティ教会様
吉〇恵〇様
朴〇美様
相〇元〇様
加〇悦〇様
戸〇様
内〇栄〇様
中〇正〇様
三〇房〇様

「いこいの間コスモス」
「コスモスハウスお はな」に
多くの方から沢山のご寄附を頂きました。
利用されている方々や私たちにとって、
大変有難く、心温まるご支援です。
この場を借りて、深くお礼申し上げます。

《皆様からのご寄附をお待ちしています》
下着・衣類
★いこいの間 …
靴下（中古可）
使い古しタオル
石鹸 等
スーパーレジ袋・石鹸
…

★おはな

コスモスアパートの住民の
方々も大喜びでした！
感謝致します

【Ｍ．Ｉ】

スペシャルメニューをいくつか

ご寄附を
ありがとう
ございます

～我が家の自慢のビイ、 ジジ、 ネロから届いた手紙でした ^^

月に数回、 お料理を提供するのは、 シェフばりの腕を持つ丸岡スタッフです。

ケアマネの現場から

お母さんいつもありがとう。
甘えん坊で寂しがり屋の僕達に、大好物の焼いた中トロと
脂ののったアジの干物を食べさせてくれて。時々お母さん
が出かけると悲しくなってしまいます。そんな時は大事な
桐のタンスで爪とぎをしてしまいます。お母さんはちょっ
と怒りますが、すぐに抱きしめてくれます。特にあごと頭
をなでてくれます。とっても気持ちが良くてそのまま眠っ
てしまいます。そんな毎日を送れて幸せです。
お母さんの笑顔が一番好きだよ！

三〇房〇様から、お正月に
おせちを沢山頂きました！

今回は、 おはなの手作りランチをご紹介します。

緊急時の
対応

ある日突然、３人の猫ちゃんから
お手紙が届きました。。。

チーズケーキ
焼けました！

通信

おはな

