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ご挨拶
広島文化学園大学 土肥敏博

皆様 あがりんさい再開です。久しぶりに明るい皆様の笑顔におめにかかれてほんとう
に良かったです。新型コロナ感染症もやっと落ち着いてきたような昨今です。“自粛”という
重い足かせが、完全に外れた訳ではありませんが、随分軽くなりましたね。ワクチンが効
力を発揮しているようですし、飲み薬の開発が進んでいるようなので、11月の空のように
すっきりした気分になりたですね。

11月歳時記
霜月、雪待月、霜見月と風流の呼び名です。
花はコスモス、山茶花、菊香る小道を散歩しませ
んか。コウテイダリアってご存じですか？

青空に清らかに咲くコウテイダリア
（花言葉：乙女の真心）（昨年11月末に撮影）

11月11日は「介護の日」。厚生労働省が平成20年に制
定。「いい日いい日」の語呂合せから。他に「1111」が
もやしを4本並べたように見えることから「もやしの日」、
箸が2膳並んでいるように見えることから「箸の日」、人が集って立ち呑みをしているよう
に見えることから「立ち呑みの日」などと、色々名付けられています。
また、この日は「亥の子まつり」という収穫祭や「亥の子祝い」をする風習があります。
「酉の市」には熊手や招き猫などの縁起物を買い、開運招福、商売繁盛を願う祭となって
います。七五三と子どもの健康と長寿を願った縁起物千歳飴、神社で行われるお祭り「新
嘗祭」（にいなめさい）など霜月の風物詩です。
立冬、小雪を迎えると小春日和と寒い日を繰り返しながら寒さが深まり、落ち葉が舞う
季節となります。虫や動物たちが冬眠に入って冬に向かいます。皆様もそろそろ冬支度を
お始めになっているでしょうか？

旬の野菜・果物、風物詩
せろりは疲労回復、精力増強効果があるとされている。ごぼうの旨みを味わうには泥付
きが一番、食物繊維がたっぷり、整腸作用があり便秘の予防や成人病予防効果があるとさ
れています。秋はなんといっても椎茸（後述）。ジャガイモ、サツマイモのふかしたのも
なんとも言えません。果物は、柿やミカン、すだち、キンカン
と柑橘類がおいしいです。
「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」（正岡子規）。法隆寺に
立ち寄って茶店で一服して柿を食べると、法隆寺の鐘が鳴った。
響き渡る鐘の音に澄んだ秋を感じさせます。

“カチ 石英の音 秋”（同級生が作ったこの一遍の詩を私は
超えることができない）（井上 靖）。この詩にも秋の透明感
がよく出ています。

こんな処にも秋の風物詩「つるし柿」

１１月のカフェは、１１月１９日（金）１４時から健康調査をおこないます。



「椎茸」よもやま話
椎茸にはエルゴステリンという物質が含まれていて日光にあたるとビタミンDにかわります。

干し椎茸をたべるとビタミンDの補充になります。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進して強
い骨をつくります（ニュースレター10月号）。
私は昔40代のころ、ある製薬会社が開発中の抗血栓薬の効果を調べてもらいたい、と依頼を受
けました。方法はヒト血液から血小板（出血したときに出血部位に凝集して止血するが、血中で
凝集すると脳梗塞のもとになる）を分離、精製し、血小板凝をアグリゴメーターという器械で測
定する、そこに製薬会社の検体を添加して凝集が抑制されるかどうか調べるというものです。献
血してもらえる人は限りがありましたので、自分から採血して使うこともしばしばでした。ある
時、自分の血液が最初に凝集剤を添加してもいつものような凝集反応がみられませんでした。今
日の血小板サンプルはダメだ、何か操作を間違えたのに違いないと思い、その日は血小板サンプ
ルを捨てて実験を止めてしまいました。その夜、夕食の後寝っ転がって「リーダーズダイジェス
ト」（米国科学雑誌日本語版、今は廃刊）をペラペラとなにげなく眺めていると、「ある日突然
私の血液が固まらなくなった！」という見出しが眼に飛び込んできて驚きました。これは米国の
研究者が書いた記事で、この研究者は私とおなじような経験をしたわけです。偶然の一致も良い
ところです。私と違って彼の偉いところは、サンプルを捨ててチョンではなく、「何故自分の血
液が急に固まらなくなったのか、これには何か訳がある」と考えたことです。普段の生活の中で
違うことがあるとすればそれは何だと皆さんはお思いですか？答えは・・・そう、あれですね。
答え①：（ ）
彼は前夜中華料理に行ったことを思い出しました。心筋梗塞や脳梗塞などの疾患が一番少ない国
は中国というではないか。彼は、中華料理の何かの食材（あれ）を食べたことが血液凝固を抑制
したのに違いないと考えました。では、中華料理の食材で一番代表的なあれ？とは皆さん何でし
ょうか？答えは・・・そう、あれですね。
答え②：（ ）
そこで、私は妻に、昨夜うちの夕飯に何を食べたたのかな？と何気なくたずねました。妻曰く
「あれとこれと椎茸とそれから・・・」、 やった！シイタケだ！きのこだ！米国の彼のいうの
と共通しているではないか。
答え①：（食事の内容・食材） 答え②：（キクラゲ）

不老長寿の薬？
そこでこのことを確かめてやろうと思って、ある時朝食抜きで学校へ行き、近くの食料品店で
シイタケパックを3つ買ってきました。お昼ごろ、まず食べる前に採血し、血小板がちゃんと凝
集することを確かめておいて、お湯だけで湯がいたシイタケ3パックを味付けなしにむりやり食
べました（オエとなりましたが）。それから1時間後に採血して調べますと明らかに血小板凝集
が抑えれているではありませんか。3時間後にもう一度調べますとやっぱり抑制されています。
結構効くのだ！血小板が凝集して血管を詰めてしまうのが脳梗塞ですから血液をさらさらにして
脳梗塞の予防になる！代わりに出血した時は血が止まりにくくなる。この話を近所の奥さんに妻
がしたところ、その奥さんは丁度子宮筋腫の手術をされて、その後出血が止まらないので、シイ
タケが良いと聞いたのでシイタケを一生懸命たべているのだけれど、いよいよ止まらないという
のです。奥さんそれは逆です、シイタケは血を固まりにくくするのです、と解説したことがあり
ます。シイタケはやっぱり効いているのかもしれない！とその時思いました。
そこで、これをさらに確かめるべく、シイタケから粗成分をアルコール抽出し、濃縮したもの
をアグリゴメーターで調べると凝集をぴったり抑制したのです。よし、この中に含まれている有
効成分をとりだしていけばよいのだ、新しい抗血栓薬ができれば脳梗塞や心筋梗塞の予防薬にな
る、これこそ秦の始皇帝が求めていた“不老長寿の薬”だ！いよいよ勇気百倍！
そんな思いを胸に、あるとき妻について買い物にデパートにいきました。ふと見た陳列棚のあ
る商品が目に入りました。そこには「しいたけパック」なるものが置かれてあって、手に取ると、
本パックを紅茶のように熱めのお湯に浸して飲むと“心臓病や脳梗塞の予防になる”と書かれてい
ました。な～んだ、もうとっくに知られていたのだ。経験的に分かったのでしょうか？昔の人は
偉いんだ・・。私はガックリと大きなショックに見舞われ、この研究を止めてしまいました。
今も試験管に入ったあの“不老長寿”の薬が実験台の引き出しに眠ったままに放置されているの
です。



嚥下体操を行ってます👅パタカラ！ 元気よく！転倒予防体操をしました👣

認知症カフェ「あがりんさい」を開催しました
テーマ： 秋まつり

令和3年10月29日（金）に約7か月振りに認知症カフェ「あがりんさい」
が開催されました。地域の方々２８名が参加され、歌あり、体操あり、秋
祭りの思いで話しで盛り上がり、楽しいひと時を過ごしました(^-^)

本学2年生が司会・運営をしました♪ 懐かしい歌と演奏に酔いしれてます(^^♪

秋祭りの思いでを語って頂きました🌾 土肥先生のご挨拶

・参加者の皆様から
「来れてよかった～♪」
「次も皆さんに会いに頑張って歩いて
きます～🎶」の言葉を頂きました❤
・参加者の皆様のおかげと学生さんの
頑張りで無事に終えることができまし
た。 スタッフ一同



☆ 赤﨑麻鈴

• 認知症カフェを企画･運営をして、準備が1番大変だった。しかし、準備をした甲斐があり高齢者さんは机に飾っ
ていた折り紙を持って帰っていたりして嬉しくなった。また、転倒防止体操や嚥下体操をして｢この体操は良かっ
たよ｣という言葉を頂き、やってよかったなと思った。終わった際、｢ありがとう｣や｢良かった｣と言われ、大変だっ
たがカフェをやって良かったと思った。

☆ 秋本 湖

• 認知症カフェの企画を行い、先生やさまざまな係の人と連携をとることの大切さを知った。連携を取るためにた
くさんの人と連絡をとりあうのは大変だけど、ひとりひとりが協力し合わないと成功しなかったと思う。運営を行
い、認知症カフェにお越しくださった高齢者の方をはじめ、先生や先輩方も場を盛り上げてくださり、高齢者にと
っても私たちにとっても有意義な楽しい時間を過ごすことができたと思う。また、私は司会役でインタビューをす
るときが1番不安だったが、高齢者の方がしっかり答えてくださって進めやすくて心強かった。普段、なかなか身
内以外の高齢者との交流がないので、とても良い体験になった。
今回の認知症カフェのテーマは「秋祭り」で、インタビューでは現在とは違う昔の祭りの様子を聞くことができた。
また、昔は大人しか叩いていなかった太鼓を、今は高齢者の方々が子供達に太鼓の叩き方を教えたりなど若
い人たちに祭りを受け継いでいく様子も聞けた。演奏の時には、リズムに乗って歌ったり手拍子を打ったり、嚥
下体操や転倒防止体操を一緒にやってくださり、とても楽しい時間を過ごすことができた。

☆ 天野綾香

• 高齢者カフェを行って、たくさんの高齢者さんとお喋りをすることができてよかったです。高齢者さんとの関わり
方が少し分かったような気がします。あっという間に時間が過ぎました。とても楽しかったです。ありがとうござい
ました。

☆ 伊藤佳奈

• 企画・運営をグループのみんなで協力しとても有意義で高齢者の方そして私たちにとっても、よい時間になった
と思います。普段地域の高齢者さんとは関わりがなかったため秋祭りの思い出など阿賀ならではの地域の行
事についても初めて知ることができました。また機会がありましたらぜひ沢山お話を聞きたいと思いました。

☆ 井野多映

• 今回、あがりんさいカフェを2年生のAグループみんなで協力しながら開催し、感染症が拡大しているこのような
ご時世の中、感染予防対策に十分配慮しながらお越しくださった地域の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
みなさんが元気で何より笑顔で話しかけて下さって、私までパワーをもらいました。歌や転倒防止対策運動を一
緒に行い、今後の生活の中での参考になれば幸いです。より、地域の方々が元気に笑顔で生活できるようサ
ポートしていきたいです。

☆ 岩崎日和

• 認知症カフェで嚥下体操の担当をしました。
この企画を通じで私自身が再度、嚥下機能の重要性を理解することができ、嚥下機能低下を予防することの大
切さが分かりました。
またそのことを高齢者さんに、いかに分かりやすく伝えれるかということを考える機会にもなり、とても学びの多
い認知症カフェになった。

☆ 上田礼蘭

• 認知症カフェに参加してみて、高齢者の方と実際に接してみると声の聞き取りやすさもそれぞれ違うので、その
人にあった声の大きさやトーンに瞬時にするのが難しかった。また、高齢者の方が話しかけてくださったのに、
どう受け答えしたらいいのか言葉選びに迷ってしまって上手くコミュニケーションがとれなかったので、この失敗
を活かして次の機会で頑張りたい。
高齢者の方が楽しそうに歌ったり、祭りについてお話されていて嬉しくなったので、役割を果たせてよかったで
す。

☆ 榎彩乃

• 自分の担当した役割をしっかり果たし、また、担当ではない人も手伝ってくれたりするなどして協力して行えたと
考える。全て学生で考えたあがりんさいカフェが成功して本当に良かった。
ま、た高齢者の方たちが元気で驚いたし私達も元気を貰えたと感じた。

☆ 遠藤ノア

• 今回、認知症カフェで高齢者の方々と関わることができました。自分は、誘導と嚥下体操をさせて頂き、分かり
やすく丁寧に説明をするように心掛けて伝えようと思い頑張りました。

• なかなか他の世代の方と関わることがあまりなく、新型コロナウイルスの感染拡大での自粛の中で、実際に対
面で同じ動作を行うことができ、自分と相手の反応の違いなどを勉強することができて良かったです。

2年生「カフェを運営して」学生の感想を一部ご紹介させていただきます。



頭の体操 その12
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

すっかり秋が深まってきました。食べ物がおいしい季節です。おっと、いやい
や、秋の夜長はクイズもいいかも～。
1. 11月の雑学クイズを集めてみました。では、どうぞ。

1）七五三の時に必需品とされている飴はどれでしょうか？
①熨斗飴 ②千歳飴 ③鼈甲飴

2）11月7日は冬の気配が感じられる日となっていますが、冬の始まりの日の
ことをなんと言うでしょうか？
①小雪 ②冬至 ③立冬

3）江崎グリコが11月11日に制定した記念日は何でしょうか？
※11月11日は1が並んでいますね。お菓子の形を思い浮かべて！

①クッキーの日 ②ビスコの日 ③ポッキーの日

4）紅葉の花言葉はなんでしょうか？
①美しい変化 ②我慢強さ ③慰め

2.次は謎解きクイズです。頭をやわらか～くして、お答えくださいね。

★ヒント★ 手の指を使ってやることを数字で表していますよ。
勝ったり、負けたりします。引き分けもありますね。

出典先 みんなのお助けナビ https://help-nandemo.com/zatugaku-kuizu-11gatu/

大人の謎解きクイズアプリ
広島文化学園大学看護学部 浅香真由巳

この謎が
解けるかな？

https://help-nandemo.com/zatugaku-kuizu-11gatu/


紹介コーナー

管理栄養士 湯川和子さんより

懐かしい味「麦こがし」の紹介
御存じない方も多いかとも思いますが「麦こがし」
は「はったい粉」として売られていますが裸麦を
焙煎して粉にしたもので香ばしい香、懐かしい味
です。
１００ｇあたりのエナルギー３９１ｋ cal、タンパク質
１２，５g カルシウム４３mgも注目で食物繊維を
多く含むのも特徴
………湯に溶いてはゅたい茶、砂糖を少し入れ
おやつにも、 離乳期の乳児にもそしてソフト食に
もと幅広く食される食品ではないでしょうか？

皆様からのお便りを
お待ちしています

今年度は、あがりんさいでは、調理実習を行うことができ
ません。学生は、10月高齢者ソフト食の調理工程を学び
ました。各自、自宅で調理することになりました。皆様も興
味がある方は、調理してみませんか



令和３年度 あがりんさい

・
あいさつ
血圧測定(自動血圧計)・調査

健康づくり・認知症予防他講話

認知症予防・介護予防イベント

・嚥下体操・筋力アップ体操

・お茶の時間

・参加者語らい

おわりのことば

・各種健康調査（1回/年）

対人援助センター呉・阿賀キャンパス
来てくれサロン 認知症カフェあがりんさい

責任者 土肥敏博
運営者 今坂鈴江 進藤美樹 岡田京子

高橋登志枝 棟久恭子
棚﨑由紀子 加藤重子

看護学部 学部長 山内京子

メンバー紹介

カフェ行事 基本プログラム

発行所：呉市阿賀南2-10-3

広島文化学園大学看護学部
代表電話：0823-74-6000

４月 ニュースレター発行
脳トレ手作業配布

５月 電話連絡等
６月 時代調べ発表等(６月以降）
７月 七夕まつり
８月 熱中症予防、うちわづくり
９月 災害の備え
10月 認知症予防 秋祭り
11月 健康調査
12月 クリスマス会
１月 新年会
２月 節分祭
３月 ひなまつり
随時 認知症サポーター養成講座

お便り、運営事務
へのメッセージ・
要望なども受け
付けています。

１１月１９日カフェ
を行います。どう
ぞお越しください。


