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～豊かに、楽しく、美しく、過ごしていただくために～

平成元年創立

シニアグランドホーム

ブルーメンハイム・トーホー
運動会を行いました！
10 月 19 日（月）恒例のブルーメン大運動会を 1 階多目的ホ
ールにて行いました。毎年、
ールにて行いました。毎年、1
毎年、1・2 階フロアの方は赤組に、3
階フロアの方は赤組に、3・
4 階フロアの方は白組に分かれて競技をしています。
階フロアの方は白組に分かれて競技をしています。昨年は白
組の勝利で終わりました。今年はどんな勝負となるか・・・
まずは 97 歳と 91 歳の入居者
歳の入居者様
入居者様の選手宣誓。（もしかした
ら日本最高齢の選手宣誓!?
ら日本最高齢の選手宣誓!?）
!?）さて、1
さて、1 番目の競技はお菓子食い
番目の競技はお菓子食い
競争。例年パンでしたが、今年からお菓子に変更となりました。
昨年より取りづらくなったのか、皆様大苦戦・・・
昨年より取りづらくなったのか、皆様大苦戦・・・

その後は
その後は応援合戦で会場の志気を高め、毎年大盛り上がりの
応援合戦で会場の志気を高め、毎年大盛り上がりのロール布巻
で会場の志気を高め、毎年大盛り上がりのロール布巻き
ロール布巻き競争へ。今年も白熱した対戦が
競争へ。今年も白熱した対戦が
多くありました。前半競技
多くありました。前半競技を終え
前半競技を終え中間発表では、赤・白同点。お玉
を終え中間発表では、赤・白同点。お玉すくい
中間発表では、赤・白同点。お玉すくいリレーでは車いすを押す職員
すくいリレーでは車いすを押す職員に
リレーでは車いすを押す職員に
も力が入っていました。そして、玉入れ。競争となると皆様のスピードに職員もびっくり。
も力が入っていました。そして、玉入れ。競争となると皆様のスピードに職員もびっくり。
毎年、運動会は入居者様の目つきが変わり、
「いざ、勝負！」となります。たまには童心に帰って「勝負」
毎年、運動会は入居者様の目つきが変わり、
するのもいいかな？と感じさせていただけた盛況の運動会でした。結果は、赤組の勝利でした！！
するのもいいかな？と感じさせていただけた盛況の運動会でした。結果は、赤組の勝利でした！！

【施設理念】

【基本方針】
豊かに、
かに、楽しく、
しく、美しく 過ごしていただくために

私たちは思想、信条、人種、性別及び貧富によ
ってご入居者の皆様方を区別することなく、人
としての尊厳を尊重し個々人の自由を最大限保
証することに努めます。

おひとり、おひとりの尊厳を尊重致します。
おひとり、おひとりに合った看護を提供致します。
おひとり、おひとりに適した介護を提供致します。
私達はみなさま方の健康に一層の注意をはらい、いつまでもお元気であります様に努めます。

―１―

大切なお知らせ

～お客様のマイナンバーに
客様のマイナンバーに関
のマイナンバーに関しまして～
しまして～

本年 10 月 5 日にマイナンバー法
にマイナンバー法が施行され
施行され、
され、これから順次
これから順次、
順次、住所のある
住所のある市町村
のある市町村より
市町村より住所地
より住所地へ
住所地へ
通知カードが
通知カードが送付
カードが送付されます
送付されます。
されます。ブルーメンハイムのサービス利用
ブルーメンハイムのサービス利用に
利用に関して、
して、マイナンバーを利用
マイナンバーを利用
することは一切
することは一切ありません
一切ありません。
ありません。原則的にホームではお
原則的にホームではお預
にホームではお預かりできませんので、
かりできませんので、ご家族の
家族の方が保管
下さいますようお願
さいますようお願い致します。
します。

変形性膝関節症とは？？

変形性膝関節症とは
変形性膝関節症とは？？
とは？？

リハビリ課主任
リハビリ課主任 理学療法士 長翁 大哲

症 状
主な症状は膝の痛みと水がたまることです。男女比は 1：4 で女性に多くみられ、高齢者に
なるほど罹患率は高くなります。初期では立ち上がり、歩きはじめなど動作の開始時のみに
痛み、休めば痛みがとれますが、中期になると正座や階段の昇降が困難となり、末期になる
と、安静時にも痛みがとれず、変形が目立ち、膝がピンと伸びず歩行が困難になります。
原因と
原因と病態
原因は関節軟骨の老化によることが多く、肥満や素因（遺伝子）も関与しています。また
骨折、靱帯や半月板損傷などの外傷、化膿性関節炎などの感染の後遺症として発症すること
があります。
加齢によるものでは、関節軟骨が年齢とともに弾力性を失い、使い過ぎによりすり減り、
関節が変形します。
予防するには
予防するには？
するには？（日常生活での
日常生活での注意点
での注意点）
注意点）
・ふとももの前の筋肉（大腿四頭筋）を
鍛える。
・正座を避ける。
・肥満であれば減量する。
・膝をクーラーなどで冷やさず、温めて
血行を良くする。
・洋式トイレを使用する。
治 療
症状が軽い場合は痛み止めの内服薬や外用薬を使ったり、膝関節内にヒアルロン酸の注射
などをします。また、大腿四頭筋強化訓練、関節可動域訓練などの運動器リハビリテーショ
ンを行ったり、膝を温めたりする物理療法を行います。足底板や膝装具を作成することもあ
ります。
このような治療でも治らない場合は手術療法も検討します。これには関節鏡（内視鏡）手
術、高位脛骨骨切り術（骨を切って変形を矯正する）、人工膝関節置換術などがあります。
ブルーメンの入居者様にも、変形性膝関節症の方は多くいらっしゃいます。痛みが出たら
我慢せず、リハビリ室で温められますので、ぜひおっしゃって下さい。
資料：日本整形外科学会
―２―

～わたしの足跡～
わたしの足跡～
人は、楽しかったこと、うれしかったこと、悲
人は、楽しかったこと、うれしかったこと、悲
しいこと・・・数々の想い出を人生のリュック
しいこと・・・数々の想い出を人生のリュック
サックに背負っています。このコーナーでは入
サックに背負っています。このコーナーでは入
居者様にスポットを当て、
居者様にスポットを当て、リュックサックの中
にスポットを当て、リュックサックの中
身の一部をご紹介
身の一部をご紹介して
ご紹介していただきます。
していただきます。

渡邉 哲様
わたなべ

あきら

渡邉哲様は、フランク・シナトラ、ナット・キング・コールから、布施明、五木ひろし、中村雅俊
といった歌謡曲まで、幅広い歌手の曲を楽しまれている大の音楽好き。お部屋の前を通ると、いつも
音楽が聴こえてきます。
渡邉様は大正 13 年 1 月、静岡県浜松市で 4 人兄弟の長男として誕生しました。保険代理店を経営
していたお父様は音楽が好きだったそうで、子供の頃からご自宅にオルガンや蓄音機があったそうで
す。音楽に触れて育ったことが、渡邉様の〝音楽好き″に影響しているようです。中でもシャンソン
がお好きとのこと。お姉様が宝塚歌劇の大ファンで、よく歌劇に使用されているシャンソン曲をレコ
ードで聴いておられたことが影響しているそうです。
浜松の旧制中学から浜松高等工業学校（現、静岡大学工学部）に進まれ、無線通信について学ばれ
ました。高等工業学校を卒業後、川西航空機でサラリーマン生活を始めました。働き始めて 1 年後、
召集令状が届きます。無線通信を学ばれていたことから、陸軍技術部少尉候補生として広島の船舶兵
団などで潜水艦のレーダーを担当されました。兵庫県西宮市で終戦を迎え、復員後に郷里の浜松へ戻
ります。浜松空襲で実家も焼け出され途方に暮れていた時に、警察で無線通信技術者を募集しており、
奉職。以後 30 数年に渡り、兵庫・和歌山・大阪・徳島・岩手・群馬・埼玉、東京の関東管区通信部
と全国各地の警察本部に勤務され、通信課長や通信部長を歴任されました。
群馬との縁は、群馬県警に勤務されていた時。
「定年も近かったたし、そろそろどこかに定住を」と、
考えていたところ、県が前橋に造成した住宅団地に「ダメでもともと」と応募され当選。以後、前橋
市民に。定年退官後は、群馬でＦＭ局を開局するので携わってほしいとの依頼を受け、技術参与とし
てＦＭぐんまの開局に尽力されました。ラジオ局を開設する際は、通常大手メーカーへシステム開発
を委託するそうですが、そこは無線通信の専門家。部下を引き連れ吉井町の山へ登り、ＦＭぐんまの
スタジオがある日産ビルの屋上から鏡で反射させて障害がないことを確認されたりすること等を積み
重ね、4 億円以上もコスト削減させたエピソードには、専門家の凄さに驚かされました。
平成 17 年に奥様を亡くされてから、親せきの方たちの助言もあり、老人ホームに入居する事を決
意。県内施設を数か所検討され、平成 18 年ブルーメンにご入居されました。渡邉様は目の病気があ
り、人の顔や表情は至近距離にならないと分からないため、廊下で他のご入居者とすれ違っても自分
から挨拶することができない歯がゆさをお話下さいました。現在はリハビリ室へ通い、介護予防体操
やコーラス、カラオケに積極的に参加されていらっしゃいます。音楽は聴く専門だったそうですが、
カラオケブームの頃から歌う専門に。新しい曲にもチャレンジされています。カラオケを歌うことは
「30 代４０代の良い頃を思い出す」と楽しみだそうです。
９０歳を超えても、いつも大きな声で歌っていらっしゃることが、渡邉様の元気の秘訣なのでしょ
う。

（あおぞら編集委員
―３―

酒井・新井）

かかし祭
かかし祭りに行
りに行ってきました！
ってきました！
10 月 8 日・9 日に希望者を募って「やぶ塚かかし祭り」に
行ってまいりました。今年の世相を反映した作品が多くあ
り、一つひとつの作品を見ながら「これは〇〇だねぇ。」
と会話を弾ませて楽しんでまいりました。

新田アンサンブル
新田アンサンブルの
アンサンブルの演奏会
9 月 30 日、新田アンサンブル様のボランティア演奏会が
行われました。ハーモニカやアコーディオン、大正琴や
バイオリン等、色々な楽器をされる方々で構成された、
心地よい演奏を披露していただきました。

イベント情報
イベント情報・お知
お知らせはフェイスブックから
もご覧
もご覧いただけます。
いただけます。ぜひご覧下
ぜひご覧下さい
覧下さい。
さい。

平成 27 年 11 月 20 日（金）14 時 30 分～

５階スカイラウンジ

～皆様のご参加をお待ちしております～

～ 今後のイベント情報
11 月 3 日～8 日
11 月 10 日
12 月下旬
平成 28 年 1 月 1 日

～

『文化祭』
文化祭』
『衣類販売会』
衣類販売会』
『クリスマス会
クリスマス会』
『新年祝賀会』
新年祝賀会』

★イベント情報はホームページからもご覧になれます★
～ 編 集 後 記 ～
発行年月日：平成 27 年 11 月 1 日
（年 4 回発行）

今年も残すところ 2 カ月となりました。夏から秋にかけ、大きな自然災害
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や熊谷の悲惨な事件、安保法案成立と先行きが危ぶまれる暗いニュースが続
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きました。そんな中、ラグビー日本代表の快挙や日本人 2 名がノーベル賞
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を受賞するなど、明くる年に希望を抱けるような出来事もありました。相手
所在地：〒379-2301
群馬県太田市藪塚町 3446-1
Tel 0277-78-7551
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の壁が幾度となく立ちはだかっても、仲間と共に『前へ前へ』と進んでいく

編集者：新井

前へ』と進んでいきましょう。

健太郎

日本代表フィフティーンに励まされた人は私だけではないでしょう。今年起
ったすべての事は大晦日でノーサイドにし、また新たな年を心機一転『前へ

―４―

（あおぞら編集委員

新井

健太郎）

