1 丁目

２丁目

風に舞う花吹雪が目に眩しい今日この頃、皆様お変

今年も桜咲く季節を迎えました。全国的にも早い

わりありませんか。満開を迎え、１丁目は先日、少し
の間でしたが、皆さんと一緒に桜を見ることが出来ま

開花・満開ということで、２丁目でも４月４日に、
和。いつもの食卓から桜の木の元へ場所を移しお茶
会をしまし

「桜の花に手が届きそ

た。入居者

うだ」と言われ、手を

さんの顔も

上げ喜ばれる方もいら

ほころび、

（柴田

尚輝）

「厨房建設地鎮祭と想定外の災害」

お花見をしました。天気にも恵まれ絶好のお花見日

した。満開の桜を目の当たりにされ、
「きれいじゃのう」

っしゃいました。

施設長
コラム
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4 月 7 日 10 時より「風の街みやびら厨房建設工事地鎮祭」を催しました。晴天の下、
珍しく仏式で理事長を導師に、華を撒きながら場所を清め、参加者で『般若心経』を唱え
工事の安全を祈願しました。設計は「C＆A（ｼｰﾗｶﾝｽ・ｱﾝﾄﾞ・ｱｿｼｴｲﾂ）」
、施工は「戸田建

和やかなひ

設広島支店」です。10 月 15 日完成予定ですが、コロナウイルス感染がどこまで影響す

と時でした。

るか心配です。9 日より「面会禁止」とさせてもらいました。ご家族等の皆さま方に

（杤木 一伸）

はなにかとご不便をおかけします。
さて、偶然にも近くで JR 西日本の列車が脱線し、また豪雨の爪痕の残る成羽川護岸

３丁目

４丁目

の補修工事も同時進行です。もう災害は「想定外」を“想定”した備えが必要です。広島

新年度となりました。今年度も引き続きよろしくお

うららかな春の日差しが心地よい季節となりまし

願いします。3 月 25 日に 2 番地に植えていたブロッ

た。みやびらの桜も満開を迎え、入居者さんと日向

コリーを収穫し昼食にシチューを作りました。皆さん

ぼっこ花見を行いました。風が強く、長い間見るこ

の被害情報と支援協力を構築します。このたびの厨房も東寿園の旧特養に残っていた施

「美味しいね」「温まるね」

とは出来ませんでしたが、「見事じゃなあ」「きれい

設を移転して、東寿園とは別に整備することでリスクを回避することが目的のひとつで

と食べて下さいました。

じゃなあ」と皆さん喜んでくださいました。また来

（佐々木

年も一緒に桜を見よう

智恵美）

と約束し、穏やかな春
のひと時を過ごしまし

県内の福祉系事業者の連携を目的に「広島さっそくネット」が組織されました。お互い

す。野菜保冷庫を備えた直営厨房、配食サービス、一般の方を対象とした喫茶、ケアマネ
が仕事する居宅介護支援事業所、障がい相談支援事業所、実習生等の宿泊室等、多機能
な施設を考えています。少しでも早く新型コロナウイルスが終息していく方向を見せて

た。
（安田 怜香）

５丁目
４月に入り気温も上がり、春本番になりました。今年

さくら
デイサービスさくらの裏にある川の桜は 4 月に入り

くれることを祈るばかりです。

えがお

ヘルパーステーションありす

先月、えがお託児所合同で、リハビリうどん作りを

出会いの季節ですね。ヘルパーも１人増え６人

も桜がきれいに咲きましたが、先月から河川工事が始

見頃を迎え、利用者さんと一緒に天気の良い日に庭に

行いました。生地を練り、足で踏み、こしのあるうど

体制で今年度スタートし、益々明るくなりました。

まり大きな音も聞こえてきます。あまり見られない光

出てみました。太陽の光と桜はとても心地良かったで

んにしようと頑張りました。子どもたちの笑い声、利

さて、新型コロナウイルスの感染拡大が広がって

景だったので写真に撮ってみました。

す。その川岸の裏では護岸工事も進んでおります。

用者さんの笑い声が響く中、とても賑やかに美味しい

います。今は一人ひとりが手洗いうがいや咳エチ

桜とショベルカー。今だけ見れる光景かもしれません。

うどんが出来上がりました。今年度も、リハビリうど

ケットなどの感染対策をとっていただくことが重

（中村 靖）

ん作り、開催したいと思います。(藤川

要です。感染予防に努めましょう。（稲月

これから気候も良くなるので、外に出掛ける事も計
画していこうと思っていま
す。その時には、また報告
しますので楽しみにしてい
てください。
（福島

健三）

千奈美)

愛）

風の宅急便

「厨房建設工事地鎮祭」の様子
～厳粛な雰囲気の中、地鎮祭が執り
行われました～

令和 2 年度 第 1 号
通算第 6９号

～風の街みやびら～
令和 2 年 4 月１５日

新年度を迎え新たな顔ぶれでスタートを切りました。入居者の方はもちろ
んですが、面会に来て下さる家族の皆様にも覚えて頂けるよう、各事業所の
役職者を紹介します。
※UL＝ユニットリーダー

本田 博恵（係長）
柴田 尚輝（1 番地 UL）
石井 愛子（2 番地 UL）

「生活習慣病について」
看護師 吉川 智春

生活習慣病は、かたよった食事・運動不足・飲酒・喫煙・ストレスなどが原因ですので、日々の生活を改善す
ることで予防することができます。特にバランスのとれた食事や運動を行うことで肥満をはじめとするリスクを
取り除くことができ予防につながります。
生活習慣病には、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満、心臓病、脳卒中などがあります。

【生活習慣予防】

藤岡 篤子（係長）
前原 優香（1 番地 UL）
杤木 一伸（2 番地 UL）

高原淳尚（施設長）
佐々木由紀（在宅課長）
松永浩樹（施設課長）
市岡なみこ（栄養課長）
中原弘子（看護係長） 吉川智春（看護課長）

1.適正体重の維持

デイサービスさくら

2 脂肪の摂りすぎに注意

安田 祥一（係長）
佐々木 智恵美（1 番地 UL）
吉井 伸江（2 番地 UL）

3.野菜の摂取量の増加
4.1 日３食、規則正しく食べる

中村

靖（主任）

5.運動習慣をつける
6.睡眠をとる禁煙する

デイサービスえがお

7.お酒は適量を守る

山根 淳（係長）
大場 徹（１番地 UL）
安田 怜香（2 番地 UL）

8.歯を大切にする

栁原 由喜江（係長）

※生活習慣を見直し、生活習慣病の予防に努めることは、感染症予防にもつながります。

善意のご紹介

佐々木久恵 佐々木政子 大杉美代子 今岡秀章 小林
瀧川利恵 迫木智晴 浅利五郎 橋根弘美 谷本小夜子
金谷圭子 恵木健司

孝 和田秀夫 渡部晃久 井上隆道
渡部 実 曽田清美 田辺文隆

（敬称略・順不同）
多くの方より寄付金、寄付物品を頂きました。ここにご紹介し、御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。
発行元

ヘルパーステーション

（令和2年 3月１日～3月31日）

風の街みやびら
〒729-5125

広島県庄原市東城町川西 1332-5
Tel 08477-2-3745
Fax 08477-2-3761
E-mail miyabira@alice.or.jp
■ 東城有栖会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.alice.or.jp/
本誌に掲載している記事、写真等は本人家族の同意を
頂いたうえで使用しております。
本誌に関するご意見、ご要望、地域の耳より情報など
ございましたらぜひお寄せ下さい。

【編集後記】
世間は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、さまざまな行事が自
粛となっていますが、各丁目のお便りにもあるように、風の街みやび
らの利用者さんは、今年も桜の花を楽しめた様子です。これからも変
わらず明るいお知らせをお届けしていきたいと思っています。
今年度も、風の街みやびらをよろしくお願い致します。
編集委員 杤木 一伸

ありす

福島 健三（主任）
重田 佳代子（1 番地 UL）
横山 まゆみ（2 番地 UL）

岡﨑 久子（係長）

■「面会禁止」のお願い（4 月 8 日付文書より）
４月８日三次市内において「新型コロナウイルス」感染者が確認されました。つきましては
４月９日（木）より当面施設居住棟内への面会等の立ち入りを「特別な事情」を除き禁止とい
たします。なにとぞご理解の上、ご協力たまわりますようお願い申し上げます。
また失礼ながら職員はマスク着用で対応をさせていただきますことをお許しください。
風の街みやびら行事予定（4 月 15 日～5 月 14 日）
4 月 18 日 山の子会による読み聞かせ→中止
4 月 27 日 長田美容院（散髪）→中止
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1 丁目
風薫るさわやかな季節となりました。皆様お元気に
お過ごしでしょうか。1 丁目では鯉のぼりを飾らせて
いただいた事とともに 5 月より新しい職員さんが来
てくださいました。関西から U ターンされた坂部美
智子介護士さんです。習い事で腹話術をしているそう
です。1 丁目の皆さんに見て
頂ける機会があれば良いなと
思っています。
（柴田尚輝）

２丁目
5 月 5 日にお茶会を開きました。茶道をされ
ている職員さんが、お茶碗等を用意して、お抹茶
を点て楽しみ、趣きのある催しでした。お抹茶が
とても美味しかったようで、みなさん、勢いよく
飲んでいらっしゃいました。
普段とは違う
装いのお茶碗
だと気持ちも
豊かになりま
すね。
（杤木一伸）

施設長
コラム

風の街みやびら 施設長 高原淳尚
風の街みやびら 施設長 高原淳尚
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人との接触を 8 割削減する！？

近くの町でもコロナウイルス感染者が出て、私たちの生活に衝撃をもたらしました。 対応として
「三密（密閉・密集・密接）を避ける」ことが叫ばれています。短期間なら可能でしょうが、このたびのよ
うにさらに 1 ヶ月近く「緊急事態宣言」を延長するのは我慢しづらいところですね。
私たちが加盟する全国老人福祉施設協議会では、【利用者ケア】の観点から、感染が疑われたケースでは次
の対応を呼びかけています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1，職員も分けて対応 2，ゴーグルとガウン 3，個室へ移す
6，専用体温計

4，ベッド間隔２ｍ

7，取っ手などは清拭 8，手指衛生を徹底

5，換気を充分に

9，記録を準備 10，適切な感染防護

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

３丁目

４丁目

5 月 5 日はこどもの日。端午の節句・鯉のぼり・柏

5 月と言えば、端午の節句。元々は無病息災を祈る

餅…。３丁目では誰でも食べて頂ける様に考え、餡を薄

お祭りの日でしたが、江戸時代から、神様に男の子の

く焼いたクレープに包み、お茶の時間に食べて頂きま

誕生を知らせるための目印として鯉のぼりが掲げられ

した。子どもたちのように、元気でこれからの暑さに負
けない様に、思いを込めました。
一年間、元気に過ごすぞ‼
（佐々木智恵美）

るようになりました。我が子も健康に育ち、将来は
大きく出世して欲しい、と
願ったそうです。入居者の
皆さんも、４丁目で飾り付け
した鯉のぼりと一緒に健康
を願いました。
（大場徹）

1，3，4，5，9 については、施設サービスの性質上、また施設の特異な構造上、対応は容易です。2，
6，7，10 については物資も含め十分とは言えませんが、当面対応できそうです。8 についてはご利用者に
認知症の方が多く個別に充分対応できうるか難しいですが努力したいところです。現在も施設は 4 月 8 日以
降「面会禁止」を継続しており、皆さまにはご迷惑をおかけしています。感染することないよう努めたいと
思います。

さて、北海道大学の理論疫学の専門家が「人と人の接触を 8 割削減しないと・・・」との提言をし
て、その説明にも説得力がありました。大幅に接触を減少させないと新型コロナウイルスは収束しなそ
うです。しかしながら、私たちのようなコミュニケーションに重きを置く介護業務ではどうすればよい
のか？私なりに考えてみました。○常にマスク着用で業務する ○業務が終わったらゆっくりせず帰宅
する ○1 人業務の部分を多くする ○ご利用者に接する際、少し斜めあるいは横に位置して正面を外
す ○研修や会議を減らし TV 会議を導入する ○不要不急の遠出はしない ○飲み会など会食を催さ
ない ○健診など病院へ行く機会を極力なくし医療崩壊を防ぐ協力をする・・・等 でしょうか。
少しずつでも個々が気にしながら日々生活することが大事と思います。早く収まるよう努力したいも
のです。

５丁目

さくら

えがお

新緑の季節、山の木々の中に桃色や薄紫色の花がとても

さくらの中でも鯉のぼりが泳ぎ始めました。

えがおの畑には、満開の菜の花が咲き誇りまし

綺麗に映えて見えます。さて、5 丁目では 5 月 7 日に大
福を職員が手作りしました。旬の夏みかんと餡子をたっぷ
りと入れた大福に、
「美味しいね」
「やっぱり手作りはいい
ね」と喜んでいただきました。旬の食べ物を頂いて、毎日
を元気に過ごせたらいいですね。（重田佳代子）

皆さんをお迎えする玄関や、ゆっくり過ごすホール
の頭上、川岸の芝桜がよく似合う窓際と 3 匹も泳ぐ
鯉のぼりに「立派じゃ」と季節を感じていただいてお
ります。（中村 靖）

た。きれいな菜の花と一緒に記念撮影を行いまし
た。きれいな菜の花に負けないぐらい、皆さんステ
キな顔をしてくださいました。これから外での体操
もしっかり行い、体力をつけていきたいと思いま
す。 (藤川千奈美)

ヘルパーステーションありす
爽やかな５月の風が心地よく感じられます。
今月はヘルパーステーションの新しい職員をご紹
介します。デイサービスより異動した正野
さの

恵（ま

めぐみ）さんです。よろしくお願い致しま

す。自粛や感染防止の日々が続きますが、鯉のぼり
のように在宅生活に活気や彩りを
少しでもお届け
できることを願
っています。
（稲月

愛）

風の宅急便

令和 2 年度 第 2 号
通算第 70 号

～風の街みやびら～
令和 2 年 5 月 15 日

４月から管理栄養士として働かせていただいております東春那です。
よろしくお願いいたします。私の就職のきっかけは大学で栄養について学ぶ中で、

「8020 運動」表彰者のご紹介

福祉の現場で「食」が求められていることを知ったことです。噛む力や飲み込む
力が弱くなり、食べる事を楽しめない方がいる事、そのような方でも一人一人に
適した食事を届けることで食事を楽しめるようになることを学びました。私自身

【 みやびら本部棟 】
東 春那 管理栄養士

食べることが好きで栄養について学び始めたので、一人でも多くの人に長く食事
の時間を楽しんでもらいたいと思い、福祉の現場で働くことを決めました。
皆さんが楽しい食事の時間を過ごすための手助けができるよう頑張っていきたいと思います。

おいしく食べて、健康で長生きするために欠くことができない「歯」。
8020 運動とは、
「80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保つこと」を目標とした運動です。
風の街みやびらでも、今年、3 名の入居者様が表彰されました。
8020 受賞おめでとうございます。

「新型コロナウイルス感染予防は口腔ケアが重要です」
現在、国から緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出自粛が求められています。それに伴い
自宅にいる時間も長くなると思いますので、ご自身の感染予防対策の一環として、時間をかけて
丁寧にお口のケアをしてみて下さい。

【口腔ケアのメリット】
①ウイルスが、人に感染するのに必要な酵素を減らすので、感染への水際対
【1 丁目

策になります。

田邉誠二様】

【2 丁目

原田百合子様】

【2 丁目 笹金和子様】

➁腸内細菌のバランスが整い免疫力が上がるため、ウイルスに感染しにくく
なります。

フォトコンテスト

③歯周病菌による炎症や誤嚥性肺炎になるリスクを下げ、ウイルスに感染し
にくくなります。

風の街みやびらでは、毎月テーマを決めて各部署ごとに最高の 1 枚を選出し、フォトコン
テストを開催しております。
4 月のテーマは「いらっしゃいませ！私たちの玄関です！」
上位に選ばれた作品をご紹介します。

④口からウイルス感染することもあるので、口腔内を清潔にすると感染する
リスクが下がります。
歯科衛生士 谷口晶子

善意のご紹介

（令和2年4月１日～4月30日）

定木三郎

麦平洋一

川邉常美 伊藤美保恵 曽田清美

小山満義 佐々木光夫 迫木智晴 森崎孝子

小田憲治

川上 勉

広島銀行東城支店

高柴廣子

内藤祐治

（敬称略・順不同）
多くの方より寄付金、寄付物品を頂きました。ここにご紹介し、御礼申し上げます。ありがとうございました。
発行元

風の街みやびら
〒729-5125

広島県庄原市東城町川西 1332-5
Tel 08477-2-3745
Fax 08477-2-3761
E-mail miyabira@alice.or.jp
■ 東城有栖会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.alice.or.jp/
本誌に掲載している記事、写真等は本人家族の同意を
頂いたうえで使用しております。
本誌に関するご意見、ご要望、地域の耳より情報など
ございましたらぜひお寄せ下さい。

【編集後記】
今までにない自粛のゴールデンウィーク…みなさん、いかが
お過ごしでしたでしょうか。私も不要不急の外出は避け、入居者
の皆さんと、日々を穏やかに過ごしています。そんないつもの日
常を送れている事が、今一番幸せなんだなと、身に染みて感じて
います。今回のフォトコンテストで１位に輝いた、えがおの利用
者さんの満面の笑顔!!とても癒されました。こんな時だからこ
そ、「えがお」を忘れずに過ごしたいですね。
編集委員 杤木 一伸

1 位 えがお「いらっしゃいませ えがおへ」
2位

3位

風の街みやびら行事予定（5 月 16 日～6 月 15 日）
5 月 16 日 山の子会による読み聞かせ→中止
5 月 25 日 長田美容室来所（散髪）
6月

8 日 美容組合（散髪）

6 月 17 日 ピースカット（散髪）

3 丁目「ひなまつり♡」

さくら「満開のさくらがお出迎え」

再開予定

目

次

・8020 運動表彰者のご紹介
・フォトコンテスト
・行事予定
・施設長コラム
・職員紹介
・専門職より
・温かい善意
・編集後記

1 丁目

２丁目

1 丁目では入居者さんへマニキュアをさせて頂きま

5 月 22 日に、お誕生日会を開催しました。お祝

した。初めての方やされていた方もおられ、
「娘にみ

いに、みなさんでケーキを食べ、サプライズで男性

せんといけんなぁ、ありがとうございます」と喜んで

の入居者さんが、ハッピーバースデイの曲を替え歌

くださいました。外出や面会が制限されていた中、少

にして歌ってくださいました。みなさん笑顔になっ
て楽しい時間を過ごしました。

しでも晴れやかな気分

施設長
コラム

風の街みやびら 施設長 高原淳尚
風の街みやびら 施設長 高原淳尚
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/

「コロナ後とテイクアウト」

6 月 1 日より施設は面会制限を解除して面会が出来るようになりました。皆さま方にはご迷惑をおか
けしましたが、ご協力いただきありがとうございます。今後も予防に努めながら、今度は「熱中症」
「食中毒」「インフルエンザ」にも気をつける必要が出てきました。さらに｢大雨｣｢地震｣など気になる
ことが多くあります。おかげさまで厨房工事は予定通り順調です。

（杤木一伸）

になっていただけて
良かったです。
（柴田尚輝）

４丁目

３丁目
3 丁目では、職員手作りであじさいゼリーを作り

4 丁目では先月から、利用者さんはもちろん、職

ました。上の青い部分は炭酸ゼリーで作っています。

員の運動不足も解消の為、10 時や 15 時の水分補

スプーンですくうと爽やかな香りがし、あっさりと喉

給の時間の前にラジオ体操や手足の体操を始めまし

越し良く食べる事ができました。皆さん喜んで食べて

た。
「体を動かすと気持ちえーなー」と喜んでくださ

下さいました。

っています。これで職員の肩こりも軽減されるか

来月は何を作ろうかな？

（佐々木智恵美）

な？今後も一緒に体
を動かしていきたい
ものです♪

さて少しずつ世の中が動きはじめましたが、気づくと新しい
要素が増えました。TV 会議の普及とオンラインによる研修です。
先日ヘルパーステーションありすが施設内で研修を受講しまし
た。「サービス提供責任者の役割」というテーマです。2 カ
所のヘルパーステーションのサービス提供責任者 4 名の希望参
加です。送られてきたパスワードで参加となります。雰囲気を
出すため、プロジェクターを使用して拡大して受講します。本
部棟 2F 研修室に集まりました。ホワイトボードに映し出された講師の顔は慣れないためか少し緊張気
味で約 2 時間の講義でした。感想ですが「思ったより普通に受講できて良かった」「移動時間が無く気
軽に受講できる」「質問も出来るようです」「向こうから当てられることもなく安心して受講できる」
とのこと。集合して受講する必要も無いのですが、集まった方が緊張感があります。

所用で出かけてある中華屋さんに寄りました。その店は早くて安いのが特徴です。陳建一や服部幸應と
並んだ店主の写真が飾られている四川料理のお店です。いまどきカウンターはひとりずつ透明なシート
で仕切られています。5 名の店員がいますが、ここも同じくテイクアウトに取り組んでいるようです。
厨房では中国語の会話が繰り広げられています。どうもトラブルがあったようで、間違えてテイクアウ
トの料理を出したようです。電話して事情を懸命に説明し取り替えを依頼しています。しばらくしてお
客が料理を返しに来ました。・・・テイクアウトも企業努力ですが、言葉でのやりとりには間違いもあ
ります。

（安田怜香）
自宅での日常生活はテレワークやテイクアウトの発達で充実しますが、スポーツなどイベントや交通
機関、観光業、飲食業等は打撃を受けています。派遣社員の雇用も不安定となりました。「新しい生
活様式」とともに世界が変わります。

５丁目

さくら

6 月になり、色とりどりの紫陽花が見頃を迎えようとし

さくらでは 5 月 26 日にどら焼き作りを行いまし

えがおでは、５月に花まつりを行いました。前

今月は訪問先の皆さんの素敵なお庭をご紹介

ています。今月 1 日はロングショートご利用の末田博子

た。その日は管理栄養士さんも参加され、みんなで生

日に、利用者の皆さんと一緒に花を飾り、とてもす

します。雨の日が続いてどんよりとした気分の

てきな花まつりとなりました。施設長さんにも来て

時も鮮やかな緑や綺麗な花々に訪問の度に癒や

さんが満 100 歳になられました。末田さんにあやかろう

地を焼き、あんこを乗せて、栗をトッピングし、美味

と利用者のみなさん、職員とで、

しそうに出来上がると「最高の出来栄え」と嬉しそう

お祝いの会をいたしました。施設

な表情も見られ、皆さんで美味しく頂きました。

長からいただいた「微笑」と書か

（中村 靖）

れた色紙は、笑顔が素敵な末田さ
んにぴったりです。
（重田佳代子）

えがお

頂き、甘茶を飲みながら、様々なお話を皆さんです
ることができました。
(藤川千奈美)

ヘルパーステーションありす

されています。
（稲月

愛）

風の宅急便

「熱中症」にご注意ください！！

令和 2 年度 第 3 号
通算第 71 号

～風の街みやびら～
令和 2 年 6 月 15 日

新型コロナウイルスの影響により、マスクをする機会が増えました。マスクを着けると熱が
こもり、口の中が湿って喉の渇きを感じにくくなるため、今夏は例年以上に熱中症に気を付け
る必要があります。
。
■「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

色とりどりの花が咲く季節。風の街みやびらでも、各所にお花を飾って日々を彩っています。
ご家族からの贈り物だったり、職員が活けたものなど様々です。今回は、そんなお花たちを集
めてコラージュしてみました。是非面会のおりには、関心を持ってご覧下さい。

・暑さを避けましょう。
・適宜マスクをはずしましょう。
・こまめに水分補給をしましょう。
・日頃から健康管理をしましょう。
・暑さに備えた体作りをしましょう。
（環境省・厚生労働省より）

■水分補給の飲み物
水分補給はのどの渇きを感じなくても行いましょう。1 日当たり 1. 2 リットルを目安にし、大量に汗をかい
た時は塩分も忘れずに補給しましょう。
水・お茶
水分補給の基本です。冷やしすぎは胃腸に負担をかけるため、5〜15 度程度の温度にしましょう。
スポーツドリンク
汗で失われた塩分とエネルギーを補うことができる清涼飲料です。日常生活での軽い発汗やスポーツ中の利
用が良いでしょう。飲みやすい様に糖分が多く含まれているため、糖尿病の方や大量摂取には注意が必要です。
経口補水液
体液を経口的に補うことを目的に作られた飲料です。組成が体液に近く、水分が体に吸収されやすいことが特
徴です。過度の発汗や脱水時、下痢・嘔吐・発熱がある時の素早い水分補給に適しています。塩分・カリウム・
ナトリウムが多いため、緊急時のみ利用しましょう。

【管理栄養士

善意のご紹介
和田秀夫
小山照代

東

春那】

（令和2年5月１日～5月31日）

伊藤美保恵 山岡照和
山岡照和 竹ノ内旨子

栃木富佐矩
柳生宗信

高田雪子

瀧川利恵

矢吹利之

金谷圭子

（敬称略・順不同）

多くの方より寄付金、寄付物品を頂きました。ここにご紹介し、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
発行元

風の街みやびら
〒729-5125

広島県庄原市東城町川西 1332-5
Tel 08477-2-3745
Fax 08477-2-3761
E-mail miyabira@alice.or.jp
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本誌に掲載している記事、写真等は本人家族の同意を
頂いたうえで使用しております。
本誌に関するご意見、ご要望、地域の耳より情報など
ございましたらぜひお寄せ下さい。

【編集後記】
今月は、たくさんの花を載せましたが、この季節は花も咲きま
すが、草もたくさん生えてきます。風の街みやびらでも、施設長
が、敷地内の草刈りをしている姿を、私たちは涼しい屋内から入
居者さんと一緒に眺めさせてもらっています。私も、仕事がお休
みの日は、家の草刈りに勤しむ日々が始まります。梅雨の時期
は、一晩で「えっ！！こんなに伸びたの？」と驚かされてしまう
こともあります。みなさまも、草刈りの際には、こまめな水分補
給をお忘れなく。
編集委員 杤木 一伸

面会制限解除のお知らせ（5 月 22 日付文書より）
新型コロナウイルス流行に伴う法人内の各事業所の発熱者等への対応と「面会禁止」につきまして、皆様のご理
解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。おかげさまで感染報告もなく今日を迎えることが出来ました。つきまし
ては、
「風の街みやびら」
「東寿園」では、新たな感染者の報告が近隣でない限り 6 月 1 日より面会制限を解除いた
します。
なお、全国的にはいまだ終息しておりません。入居者への面会を希望される方は、発熱確認とマスク着用、手指
消毒、本部棟にて受付をしていただき「面会者健康チェックシート」に記載の上お願いいたします。今後ともご理
解とご協力をお願い申し上げます。

風の街みやびら行事予定（6 月 16 日～7 月 15 日）
6 月 17 日 ピースカット（散髪）
6 月 22 日 長田美容室来所（散髪）
7 月 6 日 法人創立記念日
7 月 13 日 美容組合（散髪）
7 月 15 日 ピースカット（散髪）
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・温かい善意
・編集後記

1 丁目

２丁目

今月は 7 月 7 日に七夕飾りとおしるこ作りをしま

緊急事態宣言も解除され、先月から音楽療法士さ

した。七夕には多種多様な願いが飾られ、一枚一枚に

んの訪問が再開されました。音楽に合わせて大きな

個性が出ていました。職員が作ったおしるこも白玉が

声で歌ったり、楽器を持ってリズムをとったり、し

入っており、とても喜んでおられました。

ばらくの間できていなかった鬱憤を払うかのように
思う存分楽しみました。

新型コロナウイルスもまだ流行

（杤木一伸）

しており、自然災害も続きますが、
入居者の方の願いが叶いますよう
に祈っています。
（柴田尚輝）

施設長
コラム

風の街みやびら 施設長 高原淳尚
風の街みやびら 施設長 高原淳尚
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/

「７月豪雨」

「令和 2 年 7 月豪雨」は甚大な傷跡を残しました。熊本県をはじめとする九州及び東日本でも線状降
水帯により記録的な雨が降りました。私たちも 7 月 6 日は２年前の広島県及び庄原市の豪雨災害を思い
出しながら、警報に緊張感を抱きながら過ごしました。熊本県人吉市及び全国の被災されました方、ま
た関係者にはお見舞い申し上げます。

たしか熊本県人吉市は住みやすさを競うコンテストで常に上位を競っている土地だけに「想定外」の
災害には驚きです。今回話題となっていることに治水の問題があります。上流にはかつて「川辺川ダ
ム」の建設予定がありました。あの民主党政権の時、「ダムから人へ」というキャッチフレーズで中止
となった経緯があります。実は私はこの地域にある「五木村」を訪れたことがあります。
「おどま かんじん かんじん あん人たちゃ よかしゅ よかしゃ ・・・
（私は乞食のようなものだ。あの人たちは良か衆（お金持ち、旦那衆）で、良い帯・・・）」

４丁目

３丁目
３丁目では、入居者の方と願いを込めて“七夕飾り

6 月２４日に久岡鶴子さんが９４歳の誕生日を迎え

“をしました。ご家族の方にも書いて頂きました。

られました。職員がハッピーバースデイの歌を歌うと

短冊に「音楽療法をがんばるぞ」
「ご飯が食べれますよ

「ありがとう」と喜ばれました。入居者の方からも「お

うに」等・・・
いろんな“願い”を
込めました。
（佐々木智恵美）

めでとう」と声を掛けられておられました。
お祝いのデザートも
美味しそうに食べて
おられました。これ
からも元気に末永く
お過ごしください。
（大場

徹）

で知られる「五木の子守歌」の村です。この五木村はかなりな山の中です。基本的な情報ですが、昭和
３０年代に６千人超が暮らした村はダム計画を発表した昭和４１年以降、水没予定地となり離村がつづ
き、人口は現在千人を割るところまで減り高齢化率は４９％。熊本県内４５市町村の中で最も高いよう
です。ちなみに広さは庄原市の５分の１ですから庄原市以上に密度は低いのですが、八幡地区や小奴可
地区という感じでしょうか。この村に私の大学の同級生がいますので数名で訪れたことがあります。静
かな山深い場所でしたが、同級生の家もすでにダム予定地から離れた山の上に引っ越していました。お
そらく冬には雪も降り人吉市と違い不便なところかもしれません。ほんの数時間の滞在でしたが、かな
り印象的な体験と鮮明な記憶があります。はたしてダムが完成していれば治水にはなったでしょうが、
放水も必要で問題の解決になっていたかどうか、わかりかねるところです。
熊本県球磨郡球磨村にある特別養護老人ホーム千寿園の被災状況は悲惨です。訓練、防災協定、避難
計画も特に問題なかったはずです。それでも２階部分があったので、多くの人たちは逃げることが出来
ました。川沿いの施設である私たちと何ら変わることはありません。今後防災の面で多くの改善が施さ
れる災害となりました。
さて、７月６日は法人にとっては社会福祉法人東城有栖会創立記念日です。昭和４７年７月６日養護
老人ホーム東寿園が開所したのです。これから毎年のこととなりますが、記念イベントは出来そうにな
い空模様の季節となりそうです。

５丁目

さくら

今月は、皆さんと一緒に壁に紫陽花の花を咲かせま

さくらでは毎年七夕の短冊に願いを書いて頂き、

7 月 1 日半夏に、利用者さんと一緒にちまき

訪問先の庭の木にモリアオガエルの泡の卵を

した。お花紙で花びらを作り、思い思いに貼って色鮮や

飾っています。
「お世話になります」
「健康で過ごせる

を作りました。笹の葉を使い、とても手慣れた様子

発見しました。孵化したオタマジャクシがきち

かな紫陽花が出来ました。梅雨の中でも気分が明るく

ように」や「コロナが収まるように」と願いが叶い、

で、笹の葉を巻いてくださり、昔取った杵柄を感じ

んと池の中に落ちるように計算して卵を産み付

なる 5 丁目です。

早くみんなが安心して過ごせるようになればと思い

させてもらいました。職員もしっかり習い、美味し

ける優秀さに驚きました。無事に池に落ちて可

（重田佳代子）

ます。 （中村 靖）

えがお

いちまきが出来ました♪

ヘルパーステーションありす

(藤川千奈美)

愛いカエルになれますように☆★☆彡
（稲月

愛）

風の宅急便
新型コロナウイルス感染症

と咳エチケット

新型コロナウイルス感染症とは？
人に感染する「コロナウイルス」として新たに見つかった「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）」
による感染症です。この感染症を「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」と言います。

■感染経路
新型コロナウイルス感染症がどのようにするのかについては、

7 月 15 日(水)
午後３時から風の
街みやびら厨房棟
上棟式が執り行わ
れました。
前日までの雨がウ
ソのような好天に

令和 2 年度 第 4 号
通算第 72 号

～風の街みやびら～
令和 2 年 7 月 15 日

風の街みやびら厨房棟

を行いました♪

恵まれ、140 名も
の方々がご参列く
ださいました。
餅まきは、子ども

現時点では、飛沫感染と接触感染の 2 つが考えられます。

■感染症対策
手洗いやマスクの着用を含む 咳エチケット など通常の感染

からお年寄りまで
老 若 男 女大 喜 び !!
竣工が待ち遠しい
です♪

対策が重要です。

【咳エチケット】
・咳やくしゃみが出る時は、周囲の人にうつさないため
《マスクの正しい着用方法》

にマスクを着用しましょう。
・マスクを持っていない場合、咳やくしゃみをする際
は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を押さえ、他
の人から顔をそむけて 1ｍ以上離れましょう。
・鼻汁や痰の付いたティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、
手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手
を洗いましょう。

善意のご紹介

【看護師

久岡

公子】

（令和2年6月１日～6月30日）

戸成信賢 高橋巧治 石田静子 岡田幸枝 柳生秋恵 福本芳枝 佐藤正利 麦平洋一
竹ノ内旨子 毛利友江 高阪喜代美 久枝康男 小田惠子 田邉秀明 橋根弘美 名越幸子
瀬尾秀史 児島義徳 竹田さち子 桑名陽子 渡邉節子 赤木伸治 金谷圭子 野口清貴
武川広子 西本須美江 迫木智晴 沖田勝次 後藤由紀子 宮本春男 小田憲治 藤原正明
矢川美安子 高尾浩宣 近藤嘉文 羽場克志 森本真理子

着工から棟上までの様子も♪

（敬称略・順不同）

多くの方より寄付金、寄付物品を頂きました。ここにご紹介し、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
発行元

風の街みやびら
〒729-5125

広島県庄原市東城町川西 1332-5
Tel 08477-2-3745
Fax 08477-2-3761
E-mail miyabira@alice.or.jp
■ 東城有栖会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.alice.or.jp/
本誌に掲載している記事、写真等は本人家族の同意を
頂いたうえで使用しております。
本誌に関するご意見、ご要望、地域の耳より情報など
ございましたらぜひお寄せ下さい。

【編集後記】
各丁目のお便りにもあったように 7 月と言えば七夕ですね。
織姫と彦星が年に１度だけ会える日ですが、実際の星同士が七
夕の夜に近づくという事はないみたいです。子どもの頃、父が時
折、思いついたかのように天体望遠鏡を取り出してきて、星座の
話をしてくれてました。いまでもいくつかの星は覚えていて、織
姫と彦星は、夏の大三角形と呼ばれる代表的な星です。遅くに仕
事から帰って車から降り、たまに夜空を見上げると、めちゃくち
ゃ沢山星が見える時があります。東城に住んでて幸せだなと感
じる瞬間です。
編集委員 杤木 一伸

完成予定図（CG）
風の街みやびら行事予定（7 月 16 日～8 月 15 日）
7 月 17 日

消防訓練（さくら出火想定）

7 月 31 日

入居者健康診断

8 月 10 日

美容組合（散髪）

目
・新厨房上棟式の様子
・行事予定
・各丁目から
・温かい善意

次
・厨房建設工事の様子
・施設長コラム
・専門職より
・編集後記

1 丁目

２丁目

長い梅雨が明け、厳しい暑さが続きますが、皆さん

２丁目の外庭では、ちょっとした家庭菜園を始め

いかがお過ごしでしょうか。1 丁目では今月、お二人

ています。今はプチトマトがプチプチと実り、入居

誕生日の方がいらっしゃいました。ささやかながらお

者さんと一緒に、収穫を楽しんでいます。イチゴの

祝いさせていただき、バースデイカードも作らせてい

苗も手に入れて、先月は２粒実がなっていました。

ただきました。ご自分の写真を見られ、「この老けて

色付きはあまりしていません

る人は誰？」と笑顔でおっしゃられていました。１番

でしたが、こんな時期にも出

地は平均年齢 94.7 歳、2 番地は 88.1 歳となりまし

来るんだとビックリ⁉

たが、皆さんお元気で、いつも元気を分けて頂いてい

他にも、みんなで一緒に育て

ます。(柴田尚輝)

れるものを募集中です。

施設長
コラム

仏教では世界は天上界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界という「六
道」から成り立つと考えます。もちろんこの私たちは欲望と苦しみに満ちた「人
間界」で毎日を過ごしています。少しでも天上界（極楽）に近づきたいと願う
私たちです。畜生とは親子愛はあるが周囲の調和まで思い届かない動物世界で
す。餓鬼とはいくら食べても満足しない世界、地獄は当然苦しみが常時続く世
界です。理解しにくいのが「修羅界」です。ここは阿修羅の住む世界。あの恐
い怒りに満ちた阿修羅像を思い出します。一見人の姿をしていますが、常に争
い休みなく戦いを繰り広げる存在です。「修羅のごとく」「修羅場」もここから

４丁目

この度、3 丁目に新しく仲間が増えました。

8 月 10 日に 4 丁目では、花火会を開催させていた

「7 月末から働かせて頂いています。まだまだ分から

だきました。冷やしそばと、職員手作りの季節のデザ

ない事や至らない所もあると思いますが、一生懸命頑

ートを食べて頂き、暗くなってから施設の外で花火を

張っていきますので、よろしくお願い致します。
」
塚本寿子介護福祉士が加わって職員の平均年齢が
グーっと？下がりました。若いパワー
で頑張ってくれると思います。

行いました。
「皆さんきれいな花火を見て下さい」と、
笑顔あふれる夏の夜のひと時と
なりました。

（安田怜香）

私たち 3 丁目職員共々、今後とも
よろしくお願い致します。

最近５丁目を利用され始めた山添好子さんを紹介し
ます。病院からショートステイを利用され、自宅復帰を
目指し、職員が右脇を支え、足上げを意識しながら毎日
歩行訓練をされます。山添さんも「職員の対応と気持ち

さくら

ヘルパーステーションありす
夏が来ましたね☀ヘルパーステーションでは

通行止めになりました。ご利用者の皆様には車を遠く

らしい風景となりました。今年はへちまを植え、無

心機一転ユニフォームが新しくなりました。8 月

事に大きな実をつけました♪へちま水を作り、利用

からオレンジと黒のポロシャツを交互に着てい

者さん、職員ともに、よりツルツルな肌を手に入れ

ます。気分も上々、皆さんのお宅に訪問するとき

ようと思います！ (藤川千奈美)

は何色か楽しみにお待ちください（稲月 愛）

で降りて歩いて頂き、ご迷惑をおかけしました。

られますが、

を作りクレーンで上げて

元気で過ごし

組み上げていく様子に

て頂きたいと

職員も一緒に「凄い～！」

（福島健三）

えがお
えがおのグリーンカーテンもほどよく茂り、夏

に感謝します」と話されます。これから自宅の生活に帰

ております。

曹洞宗寺院には、三尊仏としてお釈迦様の両脇に「智慧」
を司る獅子に乗る文殊菩薩と「慈悲」を司る白象に乗る普賢
菩薩を見ます。「文殊の智慧」は知られていますが、悪智慧
も智慧です。やはり慈悲を備えたバランスが欠かせません。

8 月 5 日にみやびら厨房建設工事で、さくらの前が

工事の様子に皆さん興味津々で、なんと目の前で屋根

職員一同願っ

来ます。実は阿修羅は存在します。【平和を好まず攻撃をモットーとする】【己れの利益しか考え
ない】【自分が得するためには何でもやる】【褒めず悪口しか言わない】・・・独裁的な国家元首
に多い気がします

人は皆なその存在が緊張感を高めるのでなく、安堵感を生
み周囲を力づける存在になりたいと願っているものです。
（参考 相田みつを「ただいるだけで」）

（佐々木智恵美）

５丁目

「お盆のいわれと阿修羅」

お盆の季節です。コロナのおかげで思うに任せない毎日です。「お盆」とは「ウランバナ（倒
懸）」という梵語が正式名です。お釈迦様の十大弟子のひとり神通力を得た目連尊者が、その不思
議な力で死後の母親の姿を探したところ極楽どころか炎に包まれた地獄で苦しんでいるのを目の当
たりにして救おうとしたことに起因します。お釈迦様の教えですべての人を救うため修行僧が集ま
り供養します。この逸話は仏教の世界観に大きく関わっています。

（杤木一伸）

３丁目

風の街みやびら 施設長 高原淳尚
風の街みやびら 施設長 高原淳尚
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/

と感動でした。

（中村 靖）

肩こりに悩むあなたへ
なぜ肩がこるの？

通算第 73 号

～風の街みやびら～
令和 2 年 8 月 15 日

肩がこったら？

首や肩のまわりの筋肉を長時間使うと筋肉がかたくなり
(緊張)、そこにある血管が圧迫されて血液が流れにくくなり
ますし、老廃物もたまります。また、緊張が解けると古い血
液が流れていき、新しい血液が筋肉の栄養を運んできます。
肩こりは、長い間筋肉がかたくなったままになり(疲労)、栄
養を血液が運んでこなくなったために起こります。

肩こり体操

【

今日からできる
肩こり解消体操

風の宅急便

令和 2 年度 第 5 号

於

●肩を上下に動かしたり、腕をまわしたり、首をまわすな
どの運動を行いましょう。
●首と背中をマッサージ(筋肉の緊張をほぐす)しましょ
う。
●ぬるめのお風呂に入り、肩の筋肉をほぐしましょう。
●心臓や胃腸の病気でも肩がこることがありますから、注
意して下さい。

東寿園
地域交流スペース

8 月 15 日(土)
午前 10 時から東寿
園地域交流スペー
スに於いてお盆法
要が行われました。
この法要では、養
護老人ホーム東寿
園の開所以来、亡く

】
⓸首をまわす

⓵首を前後にまげる

・右まわり、左まわ
りを交互に。

・下あごは胸につ
くまでゆっくり
と。
・顔は天井と向き
合うまで。

なられた全ての
方々の供養を、毎年
続けてこられてい
ます。

⓹肩をすくめる
・肩をすくめる。
・ 両 肩を 上 にも ち
上げ、力を抜く。

⓶首を左右にまげる
・耳が肩に近づく
ように。

⓺肩を後ろにひき,
次いで前に出す
・肩を後ろにひき、次いで前に出す。
・腕はぶらんとしたまま。

⓷顔を左右に向ける
・あごが肩に近づく
ように。
・しっかり横を向く。

善意のご紹介

⓻肩をまわす
・肩で円を描くように
前まわし、後ろまわしを
各 5 回ずつ。

【看護師 柳生 達子】

（令和2年7月１日～7月31日）

高柴富子 田邉精太郎 川西上自治会 大杉美代子 杉 和子 山田憲治 橋根弘美
アイセル㈱広島工場 小林 孝 金谷圭子 和田豈臣 山田憲治 佐々木印刷株式会社 瀬尾秀史
高田雪子 入江章正 瀧川利恵 杉 貴生 株式会社中電工三次営業所所長 加村満幸
広島銀行東城支店 有限会社オキノミート 戸田建設株式会社広島支店 前原孝六
川上 勉 松本洋子 有限会社ソネ事務機 宮崎節子 細川たづ子 小田憲治 金川郁宝
株式会社シオデ 恵木君江 羽場克志 板倉伸子 小林寛子 山崎廣江 田邉秀明 立川博幸
井上隆道 湯浅勝正 沖野麻友子
（敬称略・順不同）

多くの方より寄付金、寄付物品を頂きました。ここにご紹介し、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
発行元

風の街みやびら
〒729-5125

広島県庄原市東城町川西 1332-5
Tel 08477-2-3745
Fax 08477-2-3761
E-mail miyabira@alice.or.jp
■ 東城有栖会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.alice.or.jp/
本誌に掲載している記事、写真等は本人家族の同意を
頂いたうえで使用しております。
本誌に関するご意見、ご要望、地域の耳より情報など
ございましたらぜひお寄せ下さい。

【編集後記】
８月に入ってすぐ、国際宇宙ステーション（ISS）
・きぼうが、
日本付近を通過すると JAXA から発表され、ネットやテレビで
も話題となりました。私もたまたまニュースで、5 日の 19：48
（広島）に観れると聞き、当日家族と一緒に、ベランダに飛び出
しました。雲もなく絶好の観測日和！！肉眼でもハッキリ光っ
て見え、結構なスピードで通過し、1 分も経たないうちに山の
間に沈んでいってしまいました。
ISS は地球 1 周を約 90 分で回っているとのこと。日本上空
を、これからもたくさん通過するみたいなので、また見れる機会
がありそうです。
編集委員 杤木 一伸

面会の（再度）自粛についてのお願い
新型コロナウイルス感染症の第二波の広がりが連日報道され、8 月 8 日には庄原市でも初感染者が確認
されました。
風の街みやびらでは、入居者の方への面会等について、8 月 3 日より再び自粛をお願いしています。
周知のようにコロナウイルスは、高齢者や基礎疾患のある方は特に重症化しやすいと言われています。
急用等で面会が必要な方は、本部棟受付にて検温等健康状態の確認及び面会者全員の住所をご記載の上、
マスク着用、手指消毒にて指定の場所でお願いいたします。
皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

目

風の街みやびら行事予定（8 月 16 日～9 月 15 日）
8 月 19 日

散髪：ピースカット⇒中止

8 月 24 日

散髪：長田美容室⇒中止

・お盆法要
・行事予定
・各丁目から
・温かい善意

次
・面会制限のお知らせ
・施設長コラム
・専門職より
・編集後記

1 丁目

２丁目

日ごとに秋の深まりを感じる今日この頃、皆様いか
がお過ごしでしょうか。1 丁目には 7 月に植えた朝
顔が今朝も咲き誇っています。利用者の方も「綺麗に
咲いとるなぁ、朝顔じゃろ」と笑顔で観賞されていま

2 丁目では、今月 100 歳を迎えられた入居者さん

コロナも終息に向かっているかと思われますが、予定では 10 月 1 日から「面会制限」を解除する予
定です。長らくご迷惑をおかけしています。もう少しお待ち願います。

お花もいただき、お写真でもこの
笑顔！！職員も毎日この笑顔に元気

さて、私は現在、広島県社会福祉士会の第三者評価委員会に所属しています。このたび尾道市瀬戸田
町にある社会福祉法人新生福祉会楽生苑を訪問しました。秋空が広がる海のそばの特別養護老人ホーム
です。ほかに一部ユニット型特養や通所介護、ケアハウス等からなる複合施設です。

をもらっています。これからも末永
くお元気にお過ごしいただける事を

た結果、大きく育ってくれまし

願っています。

（杤木一伸）

た。種を採って、来年は“緑の
カーテン”を掛けたいと思います。
（柴田尚輝）

４丁目

暑い日がまだまだ続いています…。

9 月に入り、暑い夏からやっと涼しい秋へと季節が

3 丁目では 9 月 7 日に、夏の疲れを吹き飛ばしていた

すすんできているのを感じます。「秋の夕日に照る山

だこうと、夏野菜をたっぷりと使ったキーマカレー作

もみじ一ー」小学唱歌の一説です。美しく色づいてい

って食べてました。

く木々の葉を眺めるのは、秋ならではの楽しみです。
唱歌を口ずさみながら

皆さんが食べて頂ける様に具材

もみじの葉を手に

等を工夫してみました。
日に日に涼しくなってきました

みんなで笑顔で

が、元気に過ごしていきますよ！

写真をとりました。
（大場 徹）

（佐々木智恵美）

５丁目

「第三者評価事業」

の誕生日会を行いました。ご家族からの祝 100 歳の

した。職員みんなで試行錯誤し

３丁目

施設長
コラム

風の街みやびら 施設長 高原淳尚
風の街みやびら 施設長 高原淳尚
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/
ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/

さくら

第三者評価とは「福祉サービスを提供している事業者のサービス内容や運営状況について、公正･中
立な第三者機関（広島県福祉サービス第三者評価推進委員会―県社会福祉協議会に設置―から認証を受
けた評価機関）が専門的･客観的立場から評価する事業」で、事前にご利用者と職員対象のアンケート
も実施集計され調査員には報告されます。期待される効果は「自己評価を経て客観的な第三者評価を受
けることで、自らのサービス内容や運営状況の問題点を明確にし、事業所総体でサービスの質の向上を
促進していくことが期待されます。また、評価結果を公表することは、利用者が適切な福祉サービスを
選択するうえでの有効な情報提供ともなります」
（パンフレットより抜粋）よく似たものに「指導監査」
と「介護サービス情報の公表」があります。指導監査は、法令が求める最低基準を遵守しているかどう
かを行政が監査し、権限に基づいて改善指導を行うものです。介護サービス情報の公表は、利用者が適
切かつ円滑に介護サービスを選択することができるよう客観的な事実を調査公表するもので良し悪しの
評価は行いません。全ての介護事業者に義務づけです。これらに対し第三者評価は、福祉サービスの質
をより良いものにするために、現状を評価し改善につなげるために行うもので受審は任意ですが有料で
す。
評価内容の詳細は別として、同じ業界の違う施設を尋ねる機会は意外とありません。それだけに素晴
らしい工夫や魅力には学びが多かいですね。施設内を見せていただきました。築 20 年以上になります
ので、改修やシステムの更新が進んでいます。「N システム」というものを導入して利用者個々の情報
を管理し、必要なとき医療機関に開示できるようです。日誌も ICT を利用されていますが、少し前まで
は手書きだったようで、そこには議論もあったことと思います。食事は外部委託から直営に戻され悩み
が読み取れます。外国人人材も上手く利用されています。話は変わりますが、２年後に東京足立区に施
設を出されるようです。課題は多いでしょうが夢がありますね。丁寧に受審していただきました。私た
ちの施設も平成 28 年度に受審しています。今年度は東城保育所とぽんぽこ山保育園が受審予定です。
順次受審を継続していく必要があります。翌朝いつもの自宅廊下の温度計を見ると“17 度“。海は見え
ませんが山の中の生活は過ごしやすい季節です。

えがお

ヘルパーステーションありす

5 丁目に食欲の秋が訪れようとしています。東城と

デイサービスさくらでは東城病院から理学療法士

暑い夏もあっという間に過ぎようとしていま

朝夕日毎に涼しくなり、季節の変化を感じま

いえば、りんごを思い浮かべる方も多いのではないで

に来ていただき、皆さんのリハビリを実施していま

す。今回は、えがおでのレクリエーション活動を紹

す。訪問先のお庭に花や野菜が賑わっています。い

す。 ９月からは午前、午後と分けて週４回も来てい

介します。毎日様々なことをいていますが、特に盛

つも採れたての野菜があり、部屋には可愛い花を

り上がるのが、パターゴルフです！とても賑やかに

生けられています。一緒に野菜を使って料理をし

行っています。託児所では、たくさん水遊びをして、

たり飾っている花を観賞しています。（稲月 愛）

しょうか。そこで、9 月 8 日ご利用者の皆さんと一緒
におやつにアップルパイを手作りしました。焼きたて
を頂き、
「初めて作った」
「美味しかったよ」と皆さん喜
んでいただけた
ようでした。
（重田佳代子）

ただいて、皆さんの機能訓練を個別に診て下さり、皆
さん熱心に取り組まれてますよ。

（中村 靖）

楽しい夏となりました♪

(藤川千奈美)

風の宅急便
今年の初頭から始まった新型コロナウイルスの蔓延も、はや半年以上が過ぎ感染防止策も確率しつつあります。しか
し、ワクチンが実用化するまでにはまだまだ時間がかかりそうです。「新型コロナウイルスへの感染を恐れるあまり、外出
を控えすぎて「動かない事（生活不活発）による健康への影響～身体や頭の働きが低下してしまい、歩くことや身の回り
のことなど生活動作がにぶくなる・疲れやすくなる等のフレイル（虚弱）が進み、体の回復力や抵抗力が低下し感染症に
罹りやすく重症化しやすくなります。

令和 2 年度 第 6 号
通算第 74 号

～風の街みやびら～
令和 2 年 9 月 15 日

当法人が「広島県働き方改革実践企業」の認定を受けました

☆フレイル予防
①動かない時間を減らしましょう！
＊足踏みをしたりラジオ体操をするなど身体をうごかしましょう。
②バランスの良い食事を心がけましょう！
＊筋肉をつくるたんぱく質をしっかり摂りましょう。
③お口を清潔に保ちましょう！感染予防に有効です！

９月３日「第７回広島県働き方改革実践企業認証式」
が行われ、高原施設長が出席し認定を受けました。
この制度は、長時間労働の削減、休暇の取得促進、仕
事と育児・介護の両立支援など従業員が働きやすい職
場環境づくりに取り組み、働き方改革において様々な
成果や効果が出ている企業を認定している制度です。
式典では、表彰・記念撮影や、湯崎広島県知事も列席
し挨拶されました。
このたびの第７回では 30 社が認定を受け、社会福祉
法人では 1 社のみでした。今後のより良い介護サービ
スの提供にも繋がっていくものと思います。
ちなみに、左の写真にある「認定証書」の写しは、
みやびら本部棟受付に飾ってありますので、来所の折
にはご覧になってみてください。

＊入れ歯の清掃は大切です。
④口の周りの筋肉を保ちましょう！
＊おしゃべりも大切です、自粛生活の中では電話を活用し会話を増やしましょう。鼻歌や早口言葉もオススメです。
＜付録＞コロナ検査の種類

【看護師 中原 弘子】

善意のご紹介

（令和2年8月１日～8月31日）

伊達昌子 大杉美代子 山田耕一 井上富子 竹田さち子 荒木英子 竹田さち子 藤原 登
原田朝子 小林 孝 村田元治 贄川典子 垣木皓子 橋根弘美 ㈲マエダオート
大木建設㈱代表取締役 吉元秀徳 広島ガス住設㈱ 明光自動車工業㈱ 後藤由紀子 川上 勉
三石晴夫 近藤嘉文 良ちゃん寿し 田辺一三 宮 直子 宗吉和宏 細川幸子 金谷圭子
和田章夫 佐々木久恵 福永米子
（敬称略・順不同）

多くの方より寄付金、寄付物品を頂きました。ここにご紹介し、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
発行元

風の街みやびら
〒729-5125

広島県庄原市東城町川西 1332-5
Tel 08477-2-3745
Fax 08477-2-3761
E-mail miyabira@alice.or.jp
■ 東城有栖会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.alice.or.jp/
本誌に掲載している記事、写真等は本人家族の同意を
頂いたうえで使用しております。
本誌に関するご意見、ご要望、地域の耳より情報など
ございましたらぜひお寄せ下さい。

【編集後記】
収穫の秋に入り、いたるところで稲刈りが始まっています。
稲刈りが落ち着くと、次に各地域で秋祭りが始まります。
今年はコロナ禍の影響で、神社のお祭りも、お神輿が出なかった
り、子どもたちの神祇も行われなかったりがありそうな様相で
す。なににしても、少しさびしい気はしますが、収穫に感謝する
気持ちは、毎年変わらず続けていきたいものです。
編集委員 杤木 一伸

面会制限解除のお知らせ

（９月１５日付け文書より）

新型コロナウイルス感染症流行に伴う法人内の各事業所における「面会制限（禁止）」につきまして、8
月以来ご迷惑をおかけしていますが、皆さまのご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。全国的によ
うやく収束方向に向かいつつあるように見受けます。つきましては、
「風の街みやびら」では、新たな感染
者の報告が近隣でないことを条件に
10 月 1 日より面会制限を解除 する予定です。なお、入居者への面会を希望される方は、体温
確認とマスク着用、手指消毒、
「面会者健康チェックシート」に記載の上、1 回 15 分以内でお願いいたし
ます。今後とも引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
風の街みやびら行事予定（9 月 16 日～10 月 15 日）
10 月 1 日 面会制限解除予定
10 月 4 日 全館停電（新厨房電力工事の為）
（7:00～16:00 の予定）
※皆様にはご迷惑をおかけします。当日事故のないよう
に対応します。
10 月 12 日 散髪：美容組合
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