弊社の 本社前

１０月１日︵金︶ＨＣＲ 展参加
今年も９ 月２９ 日から １０月 １

し て頂 き ︑
再 びバ ス に
て 帰路 と な

グサイ ト東展

し︑東 京ビッ

ります︒

示ホー ルを目

らい︑ 大型バ

指し ます︒途中 まるまるに 立ち寄り

器 展 Ｈ Ｃ Ｒ２ ０ １ ０を 東 京 ビ ッ

で 第 何回 を 向

昼食 を皆さんで とって頂き ○時頃の

アナログテレビに付ける地デジチュー

地 デジの 実施ま でに一年 を切っ た現
在 ︑営業 中に地 デジに関 するご 質問
を お受け するこ とがあり ︑少し でも
お 役に立 てれば と︑無料 ご相談 会を
企 画致し ました ︒どんな 疑問で も結
構ですのでぜひ︑お問合せ下さい︒

か え １０ 月 １

株式 会社ピ ュアホ ームズ でも今 年

行います︒

日 に 参加 予 定
到着予定となります︒

ナーは値段差が大きく︑大型スーパー

報・ 知識・ 意識を 共有し ︑お 客様と

利用 者様の 住環 境整備

業マ ンにな れるよ う︑こ れか らもス

にな る仲間 と思っ て頂け るよ うな営

や ホーム センタ ーで４か ら５千 円以

２ 台目 のテ レビや お金 をな
る べく かけ たくな い場 合は
どうしたらよいですか

を し てお り ま

その 後は皆さん 自由に機器 展を見学

私たちピュアホーム

向き合っていきたいと思っています︒

日頃 より担 当地 区のケ

を目的とした住宅改修︑

タッ フ一同 頑張り ますの で︑ 今後と

アマ ネージ ャー 様より

福祉 用具レ ンタ ル︑販

もよろしくお願い致します︒

の整 備を行 い︑ 顧客満

に暮 らせる よう 住環境

生活 が安全 によ り快適

を取 り︑ご 利用 者様の

工事 部︵Ｃ Ｓ︶ と連携

で検 討し︑ 社内 にある

案を 様々な 角度 ・視点

ピュ アホー ムズ では提

ております︒

売の お仕事 をい ただい

ケア マネー ジャー の皆様 から ︑頼り

ズの 営業ス タッ フは︑

えら れるよ うに︑ 常に全 員営 業で情

す︒

ス２台 に分乗

日 まで の 間 で第

に集合 しても

㈱ﾋﾟｭｱﾎｰﾑｽﾞ
総務部

回 国際 福 祉 機

発行元

グサ イト東 展示ホ ール︵ 有明︶ で
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足を 追求し ︑感 動を与

内で購入できるものがあります︒

金額の高いものは︑ＢＳチューナー

や 録画 用 の出 力端 子 ︑高 画質 接 続

用 の端 子 を装 備し て いる から ︑ 地

デ ジテ レ ビが 買え る ほど の値 段 の

ものもあります︒

反対に５千円を切った地デジチュー

ナ ーだ と ︑出 力端 子 が１ 系統 ︑ テ

レ ビの リ モコ ンが 連 動で きな か っ

た りし て ︑使 い勝 手 がイ マイ チ で

はありますが︑

割り切って使

用するには良

いものも多く

ある様です︒

春日川 洋輔（上段 右2）
担当地区
北区・荒川区
生年月日
1983/09/19
出身地
さいたま市
趣味
剣道
好きな福祉用ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗすくっと
好きな工事 ｵﾌｾｯﾄ手すり工事

ＴＥＬ

０４８︵２６７︶２１１１

株式会社 ピュアホームズ
営業本部

お問 合せはお気軽にどう ぞ
お願いします︒

鎌田 健作（上段 左）
担当地区 越谷市・春日部市
生年月日
1985/05/06
出身地
蕨市
趣味 映画・音楽鑑賞・麻雀・
ﾊﾞｽｹｯﾄ
担当地区 越谷市・春日部市
好きな福祉用具 ｽﾘﾑﾌﾚｰﾑｳｫｰｶｰ
好きな工事
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ工事

原口 崇史（上段 左2）
担当地区
川口・鳩ヶ谷
生年月日
1983/01/07
出身地
さいたま市
趣味
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ・音楽鑑賞
好 きな 福祉 用具 ス キッ ト2
（車いす）
好きな工事 トイレ工事

松浦 範人（上段 左）
担当地区川口・草加・三郷・
足立
生年月日
1981/09/08
出身地
川口市
趣味 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ・麻雀・映画
好きな福祉用具 段差解消機
好きな工事
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ工事

橋本 稔明（上段中央）
担当地区
川口・戸田・蕨
生年月日
1981/08/30
出身地
宮城県
趣味
マラソン・お酒
好きな福祉用具 ｼｬﾜｰﾍﾞﾝﾁICｼ
ﾘｰｽﾞ
好きな工事
手すり工事

福山 祐二（下段 中央）
営業本部 部長
担当地区 エリア
生年月日 1971/10/01
出身地
川口市
趣味 釣り
好きな福祉用具
車いす
好きな工事 水周り・リフォーム

水島 貴宏（下段
右）
板橋営業所
所長
担当地区
板橋区
生年月日 1971/05/22
出身地
千葉県
趣味
釣り
好きな福祉用具 エアマット
好きな工事
トイレ工事
櫻 千秋（下段 左）
営業本部
主任
担当地区
さいたま市
生年月日
1979/01/01
出身地
北区
趣味フットサル・パーティ
好きな福祉用具
介助バー
好きな工事キッチン・手すり
工事
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紹介などは介護通信をご覧下さい。

■３箇所のデイサービスでのイベント情報満載です。

解 釈に つ い て ︑実 際 に 保 険

サ ービ ス に 関 する 制 度 上 の

外出支援を行うことはできません︒

玄関上がり框 も高く︑ご 家族だけ で

際は車いすが必要です︒

この利用者さ んは歩行困 難で外出 の

と問い合わせがありました︒

にタクシーは 頼んでもら えるの？ ﹂

ビスを選択するための見学

④デイ サービスなど今後受け るサー

役所等の公共施設︶

③日常 生活に必要な申請や届 出︵市

②選挙

①通院

助として算定できます︒

このコ ーナーで は介護保 険

者 等に 行 な っ た質 問 に 対 す

通院﹁等﹂で すので︑受 診に限定 し

⑤預金の引き出し

然が 生み 出す 作物 は︑ 私た ちの 身体

夏バテは解消できましたか？ 源に なり ます ︒
る 回答 の 内 容 をご 紹 介 し ま

たサービスではありませんが︑

⑥買い物︵生活必需品︶

冬の 寒さ に備 えて

とい うこ とな ので す︒ 自然

は実 によ く考 えて 食物 を与 えて くれ

日本 には春 夏秋冬 ︑美 しい ます︒まさに旬なのです︒

節です︒

しい ものが たくさ ん実 る季 しょ う

やく涼しくなってきました︒ は糖質︵でんぷん︶が多くエネルギー

りを 告げ︑ 季節は 秋︑ よう 秋の 味覚 であ る米 ︑イ モ類 ︑栗 など

暑かっ た今年 の夏も 終わ にぴったりなのです︒

さあ ︑食欲 の秋で す︒ 美味 しっ かり 食べ てエ ネル ギー を蓄 えま
す︒

介護保険が使 える範囲は 決まりご と

四季 があり ︑食べ 物に もそ また 冬に なる と植 物も 育ち にく くな

入 りま す︒し かし ︑私 たち 人間 も植 物が 獲れ るわ けで すね ︒動 物が 冬眠

れ る方 は 多 く いら っ し ゃ い

し て介 護 タ ク シー を 利 用 さ

定 期受 診 で 介 護保 険 を 使 用

確認を行いました︒

め︑今回改め て川口市介 護保険課 に

保険者によっ て多少解釈 が異なる た

としてもちろんありますし︑

した︒

ると判 断し事業所に対応を依 頼しま

以上の 回答から︑今回の希望 に添え

れぞ れ旬が ありま す︒ 現在 りま すし ︑食 料を 保存 する とい う意

物 と同 じ 気候 風 する 時も ︑今 の時 期に 食料 をた くさ

ます︒

は 年間 を通し てい ろい ろ野 菜が 手に 味で も秋 にた くさ んの 美味 しい 食べ

土 ︑季 節 の中 生 ん食べて冬眠に備えておくのも︑きっ

代以降は とくに気をつけ るべきで

す︒
糖尿病の人は 糖尿病網膜症 や緑内障
のリスクが高 くなりますし ︑高血圧
や脂質異常症 のある人も動 脈硬化が
進むと︑網膜 の動脈に影響 が出るこ
とがあります ︒また︑アレ ルギーの
ある人では︑ 白内障が起こ りやすく
なる傾向も見 られます︒ま た︑使っ
ている薬の副 作用が目にあ らわれる
ことも︒ですから︑慢性の病気を持っ
ている人は︑ 目の健康には 十分に留
意しなければなりません︒

ほうがいいでしょう︒

く 調べる 場合は 眼科医 に診て もらう

な か難し いのが 現状で す︒目 を詳し

目 のトラ ブルを 発見す ること はなか

ら ︑健康 診断や 人間ド ックだ けでは

ケ ースは 多くあ りませ ん︒残 念なが

と はあっ ても︑ 眼科の 専門医 が診る

視 力検査 が主で ︑眼底 写真を 撮るこ

一般的な健康診断︑人間ドックでは︑

視野を調べたり

の量を測ったり︑

によっては︑涙

クします︒場合

緑内障になっていないかどうかもチェッ

眼圧検 査に よっ て︑眼 圧が 上がっ て

らませ てい る圧 力︵眼 圧︶ を調べ る

力も検 査し ます し︑ま た︑ 眼球を 膨

ること もよ くあ ります ︒も ちろん 視

動脈硬 化を 調べ ます︒ 眼底 写真を 撮

てて眼 底を 診る ことで 網膜 の様子 や

どの症 状の 有無 を診ま すし ︑光を 当

ンタ クト レン ズの 種類 を変 えた り︑

原因 にな って いる こと も︒ 眼鏡 やコ

いて ︑知 らな い間 に肩 こり や頭 痛の

うが 安心 です ︒老 眼や 近視 が進 んで

いる かど うか など をチ ェッ クす るほ

ら半 年に 一度 くら いは 度数 が合 って

眼鏡 を使 用し てい る人 は︑ 数ヶ 月か

の診察を受けたいものです︒

齢に 到達 した ら︑ 年に １回 は眼 科医

疾患 を持 って いた り︑ ある 程度 の年

なく ても ︑高 血圧 ︑糖 尿病 等の 内科

自覚 症状 があ れば もち ろん です が︑

ま ぶたな どを観 察して ︑感染 やアレ

れほど時間も費用もかかりません︒

これら の検 査を 受けた とし ても︑ そ

す︒

方や 調子 が変 わる こと もよ くあ りま

度数 を調 整し たり する だけ で︑ 見え

ル ギー︑ 逆さま つげ︑ ドライ アイな

眼科医は結膜︵白目︶や角膜︵黒目︶︑

します︒

た いん だ け ど いつ も み た い

﹁ 銀行 に 連 れ て行 っ て あ げ

家族から

先 日︑ あ る 利 用者 さ ん の ご

す から ︑ 野菜 は そう 考え ると 秋の 季節 にた くさ ん食
季 節の も のを 食 べる とい うの は︑ もと もと 持っ てい
べ るの が もっ と る能 力と いう か本 能で ある よう な気

の愛護
デーで
す ︒ 今回 は目 の 健康 チ ェッ
ク に つい て考 え てみ ま しょ
う︒

水 晶 体が 濁っ て 見え に くく
なる白 内障︑ 視神経が 冒され て視野
狭窄や 視力低 下が起こ る緑内 障︑網
膜が変 性して 視野の中 心部が 見えな
くなる 黄斑変 性などの 目の病 気は︑
加齢とともに増える傾向があります︒

40

も 自然 で す︒ 自 がしました︒

来たる
月
10

日は目

10

以下の内容で あれば︑通 院等乗降 介

き てい ま す︒ で と本 能で 持っ てい るの でし ょう か？
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