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 4 丁目では、9 月半ばに敬老のお祝いを行いました。

昼食にちらし寿司とプリンアラモードをお出しし、職

員による出し物を見て頂き、最後に喜寿の方 2 名と米

寿の方 1 名、紀寿の方 1 名に高原施設長直筆の色紙を

贈らせて頂きました。皆さん大変喜んでくださり、笑

顔あふれるひと時となりました。また来年も皆でお祝

いが出来ますように…。        （安田怜香） 

４丁目 

 

 

 先月、えがお託児所合同で敬老運動会を行いまし

た。晴天にも恵まれ、しっかりと外で体を動かし、

皆で楽しむことが出来ました♪利用者さんは託児

所の子どもたちとたくさん触れ合い、いつもよりス

テキな笑顔があふれていました♪  (藤川千奈美) 

 

訪問先ではとても立派な金木犀があり優しく

甘い香りが庭中に漂っています。栗やイチジク

もあり、自然豊かで秋がいっぱいの庭が素敵で

す。ある日は庭に実ったものがデザートに登場

していて風景に食に秋を感じました。 

（稲月 愛） 

 

 

 

紅葉が待ち遠しい季節になりました。今回は 5 丁目

での活動の一部をご紹介したいと思います。細かい手

作業がお好きな方が多いので、どんどん溜まっていく

広告を利用した敷物の作成に励んでいます。編み込む

のが大変なのですが、みなさん「これをこっちに…」「順

番に入れて…」と頭と手を使い、一生懸命されていま

す。完成したらいろいろな場所に活用したいと思いま

す。                （重田佳代子） 

 

 

  

 

 

 

 

９月２１日にさくらでは敬老会祭りを行いました。

今年はコロナの影響で見ることのなかった屋台も出現

し美味しい物とお祝いで盛り上がりました。いつまで

もお元気でさくらへ通って来て下さい！来年は祭ので

きることを祈っております。（中村 靖） 

 
 

 綺麗に咲いた秋桜が飾られ、秋の訪れを感じながら

９月２９日にお茶会を催しました。女性陣には、着付

けしやすい着物を着てもらって、ちょっとしたお洒落

で記念撮影。お抹茶と羊羹も美味しくいただきました。 

（杤木一伸） 

「新しい厨房で変わること」

さくら  

２丁目  

 今月、1 丁目の玄関には栗とあけびが飾ってありま

す。更に職員が生けた花もあり、玄関先でミニリンゴ狩

りを楽しまれた方もいらっしゃいました。中々、外出が

出来ない中、皆さん、あけびや栗等で秋の収穫祭が出来

て良かったです。写真で分かりづらいの 

ですが実はこの生け花ある秘密が隠れて 

います。気になる方 

はぜひ来てください 

(柴田尚輝) 

えがお 

 

  

 日々、秋が深まり、朝も冷え込むようになりました。 

秋といえば・・・ ３丁目では、6 日にさつまいもを使

ってスイートポテトを作りました。ハロウィンバージ

ョンに“コウモリ”“かぼちゃ”と型をくりぬいてみま

した。「甘くて美味しかった」と喜んで頂きました。 

（佐々木智恵美） 

 

ヘルパーステーションありす 

風の街みやびら 施設長 高原淳尚 

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/ 

 

1丁目 

５丁目 

10月 12日庄原市役所へ出向きました。第 8 期介護保険計画策定のためのヒヤリングです。

以前は計画のたびに福祉サービスの充実と法人運営の安定のため、色々な計画を持ちながら提

案していた記憶がありますが、現状は人口減と事業の維持の難しさを肌で感じるだけに高揚す

るものは特にありません。ささやかな提案をしたくらいです。 

今回は少し夢を語りたいと思います。4月以降取りかかってきた工事ですが、予定通り 10月

末まで新しい厨房が完成する運びです。11月よりさっそく業務をみやびらへ移す予定です。こ

の外観が“黒い焼き杉”で囲われた厨房が移転することで何が変わるのか整理してみます。ち

なみに建物の名称は 「風の街みやびら 6 丁目」です。 

① 毎食の調理場所が敷地内となり、食事の運搬時間が短縮される。 

② 厨房が近いので食事内容の細かい変更への対応が迅速になる。 

③ 厨房スタッフが、ご利用者の摂食する様子を確認できる。 

この移転では同時に「東寿園居宅介護支援事業所」と「ありす相談支援事業所」が併設で移

転します。このことも業務上の変化をもたらします。 

④ ケアマネ等との連携が密になる。 

⑤ 配食サービスと居宅との連携は継続される。 

さらに併設で一般開放予定の喫茶「さんが」と小さな宿泊施設もあります。 

⑥ お茶を飲みながらの面接や相談が可能となる。 

⑦ 軽食とお茶を中心に一般の方も利用できる。 

⑧ 実習や遠路からの面会者が過ごすスペースができる。 

また工夫として全館 Wi-Fi完備となり、入居者のみでなく、外部から来られた方も利用にな

れます。現在もナースコール等で使用していますが、別な回線を用意します。あらためて東寿

園養護老人ホームの厨房とは別に厨房を建設したのは、やはり災害や感染症を考慮してのこと

です。私たちが想定した機能が発揮できるよう上手く活用していきたいと思います。 

３丁目 

コラム 
施設長 
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大上昌司 柳生利明 高田雪子 藤川直子 佐々木アサノ 佐佐木高子 池田捷敏 佐々木伸芳 

村田元治 田辺一三 佐々木操子 奥田久恵 金谷圭子 林 毅 和田匤弘 細川幸子  

農園 福島屋 和田豈臣 赤木隆夫 高田雪子 宮本春男 瀬尾勝秀 瀬尾千代 日石陽子  

佐々木伸芳 佐々木光夫 田辺 香 中島富子 後藤千恵美 

（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。 

 

 

善意のご紹介  （令和2年9月１日～9月30日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定（10 月 16 日～11 月 15 日） 

10 月 20 日 散髪：ピースカット 

10 月 26 日 散髪：長田美容室 

11 月 9 日 散髪：美容組合 

6 丁目（厨房棟）落成式 

令和 2 年度 第 7 号 

通算第 75号 

～風の街みやびら～ 

令和 2年 10 月 15日 

目  次 

・敬老の日のお祝い 

・厨房棟建設の様子    ・行事予定 
・施設長コラム      ・各丁目から 
・専門職より       ・温かい善意 
・編集後記 

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】 

今月に入り、風の街みやびらの面会制限も緩和され、ご家族の

来所も増えています。ほんとうに久しぶりに顔を合わされ、安心

されるご家族の様子を見て、わたしも嬉しく感じています。 

１面の敬老のお祝い写真でみれる、入居者さんのご家族といる

時のお顔も、とっても良い笑顔で印象的でした。 

                 編集委員 杤木 一伸 

 

【看護師 田辺 達子】 

 

☆コロナとインフルエンザに負けるな！！ 

6 丁目（厨房棟）ほぼ完成☆ 
ご覧下さい！！もうまもなくです！！ 

１１月９日には、いよいよ落成式が行われます。 

 

 

 

敬老の日を記念して、風の街みやびらでも、白寿・

紀寿・１００歳以上になられる 8 名の方のお祝いをさ

せていただきました。ここに、ご紹介いたします。 

おめでとうございます。 

新型コロナウイルス感染症に加えてインフルエンザの季節が来ました。 

このふたつの症状はよく似ており、区別がつきにくいので不安を感じている人が多いと思います。 

インフルエンザの予防接種を受けた人はコロナにかかりにくい、あるいは重症化、死亡のリスクが低いと言

われています。 

インフルエンザの予防接種は 10月 1日より 65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人を優先に実

施されていますので必ず受けましょう。 

※発熱があった場合、まずかかりつけ医へ電話で相談し、早めの受診をしましょう。 

【白寿】 

沖田守躬さん 

私たちに今できること       

 

 

 松本睦子さん 
【紀寿】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【白寿】 

三河ミチエさん 

佐々木房子さん 

【紀寿】 

【102 歳】 
福井君子さん 

【104 歳】 

河村桃枝さん 

【白寿】 

宮タネコさん 
 

 
【白寿】 

柳生芳子さん 

mailto:miyabira@alice.or.jp
mailto:miyabira@alice.or.jp
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 新型コロナウイルス感染症との長い闘いが続いて 

おります。感染の不安から外出を控えているのが現

状です。窓際に職員が採ってきた紅葉の木を活けて、     

少しでも外出した気分

や秋を感じて頂き、昔を

思い出して 11 月を楽

しく過ごしてもらって

います。 

（大場 徹） 

４丁目 

 

 

 今年もえがお・託児所ではハロウィンパレード

をさせていただきました！利用者の皆さんも、可

愛く仮装をし、施設内を歩きました。今年は、マ

スクに様々な口の形を貼りつけ、コロナも吹き飛

ばすほどの仮装 

になったのでは 

ないでしょうか♪ 

(藤川千奈美) 

 

紅葉が鮮やかさを増し美しい季節になりまし

た。食いしん坊なヘルパーは花より団子という

ことで訪問先の美味しそうな秋をご紹介しま

す。とっても大きなさつま芋や籠一杯の柿、秋の

味覚満載です。毎年ご夫婦仲良く収穫し、作業さ

れているそうです。             （稲月 愛） 

 

 

どこもかしこも秋一色となり、5 丁目に置いてある

カボチャに、皆さん「美味しそうなカボチャ」「食べて

みたいな～」と、手に取ってみると…なんと作り物！

「これじゃあ食べられないね」と残念そうに言われる

皆さんの願いを叶えようと、11 月 9 日にカボチャの

カップケーキを作りました。「甘くて美味しいね」「カボ

チャ好き！」と、とても喜んで下さいました。 

                 （重田佳代子） 

 

 

 31 日のハロウィンの日、自宅より仮装してその

まま通って利用してくださる方がおられ、とても驚

きました。帽子にマスク、杖にマントと、本気の仮

装に職員や利用者からも「すごい！」と感動の声が

上がり、思わず写真を 

撮ってしまいました。 

盛り上げて頂きありが 

とうございました。  

（中村 靖） 

 
 

紅葉の秋、11 月 10 日・ 

12 日に、帝釈へもみじ狩りに 

行きました。少し遅めの時期 

でしたが、落ち葉となったも 

みじがまるで絨毯のようで、 

これもまた趣があってよいも 

のでした。   （杤木一伸） 

「静かな午後と大統領選挙」 

さくら  

２丁目  

 朝晩と寒さが増してきましたが、皆様いかがお過

ごしでしょうか。1 丁目では 11 月 11 日にお茶会を

行い、職員手作りのフレンチトーストを食べて頂きま

した。皆様興味深々で「ええ匂いがするなぁ」「なに

ええもん作りよるん？」 と楽しみにされ、食べられ

る時も「おいしい」と笑顔で食べてくださいました。                 

（柴田尚輝） 

えがお 

 

  

 3 丁目では 11 月 3 日に誕生日会を行いました。 

伊藤さん 98 歳、坂さん 94 歳になられました。 

なんとこのおニ人、11 月 30 日と同じ誕生日なので

す。こんな偶然もあるんですね。おニ人とも職員手作

りの誕生日カードを持って記念撮影を行い、入居者の

皆さんと手作りケーキでお祝いをしました。 

（佐々木智恵美） 

ヘルパーステーションありす 

風の街みやびら 施設長 高原淳尚 

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/ 

 
1丁目 

５丁目 

11月 9日予定通り 6 丁目（厨房棟）の落成式を少し肌寒さがあるものの晴天の下、無事仏式

で挙行しました。多くの関係者の皆さま方にお祝いの生花等品物をいただき感謝申し上げます。

12 日には「喫茶 さんが」での事業所内の試食会を開催いたしました。また 14日には近くの方

を対象とした見学会を開催しています｡当日は｢介護職 

員初任者研修｣の最終日でもあり､修了式の後は昼食会 

となりました｡その後､地元東城高校の吹奏楽部がデイ 

サービスえがお前の広場で演奏会を開いてくれました。 

青空の下、芝生の広場での生演奏と 6 丁目のお披露目 

会で静かなとても平和な時間を過ごす午後となりました。 

 介護職員初任者研修は今年度は 9 月 5 日開講でした。11 名が受講され無事ここに修了式を迎

えられました。受講者アンケートでは「もっと実習時間を増やしてほしい」という意見が多かっ

たように思います。以前に比べカリキュラム認可段階で実習時間は明らかに少なくなっていま

す。これを考えてみるに数日実習した程度では「介護」は身につかないことを示していると思い

ます。あとは「仕事しながら」という意味と捉えます。修了者の皆さんの今後が明るくなってい

くことを願います。 

 対照的に TVやネットニュースではアメリカ大統領選挙が終わったはずなのに、いまだアメ

リカは混乱の中にあります。選挙結果を信用せず、不正があると訴える郵便投票・・・とても民

主主義の盟主とは思えない国の姿です。不安定で先の見えない世界です。少しでも近くにある安

定に安心するこの頃です。 

３丁目 

コラム 
施設長 
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原田スマ子 名越幸子 若林 宏 松本 伸 松本洋子 曽田清美 矢吹忠史 田川 力 

藤井 守 後藤由紀子 吉原幸代 中島富子 堀江泰人 前田茂昭 芳賀セツコ 高尾浩宣 

小林 孝 迫木智晴 小林信男 田辺一三 村上聖子 高田雪子 錦郡孝明 久枝康男  

和田秀夫                              （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。 

 

 

善意のご紹介  （令和2年10月１日～10月31日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定（11 月 16 日～12 月 15 日） 

11 月 18 日 散髪：ピースカット⇒中止 

11 月 23 日 散髪：長田美容室⇒中止 

令和 2 年度 第 8 号 

通算第 76号 

～風の街みやびら～ 

令和 2年 11 月 15日 

目  次 
・風の街みやびら 6 丁目(厨房棟)完成落成式 
・面会の自粛についてのお願い 
・行事予定      ・施設長コラム 
・各丁目から     ・専門職より 
・温かい善意     ・編集後記 

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】 
大河ドラマが好きでよく観ています。私感としては「麒麟がく

る」楽しませてもらっています。コロナ禍で放送回数が減ってし
まう心配をしていましたが、例年とは異なるかたちで年を越し
て全放送回数あるそうです。安堵しました（笑） 

次期大河ドラマ「青天を衝け」も気になります。次々期大河も、
もう決まっています。ステイホームの「楽しみ方」を、来年再来
年まで見つけて、コロナに挑みます。 

                 編集委員 杤木 一伸 

 

【歯科衛生士 宮地幸香】 

 

面会の(再再度)自粛についてのお願い(１０月３０日付け文書より) 

11 月 9 日。清々しい秋

晴れのなか、風の街みやびら

6 丁目(厨房棟)の完成落成

式が執り行われました。 

立食形式での祝宴もあり、

｢Café さんが｣にて新厨房

の料理が振る舞われました。 

来所の折には、ぜひご覧にな

ってみて下さい。 

マスクをすることが日常となりました。「最近、よだれが垂れるんだけど？」と、よく相談さ

れるようになりました。暑い・息苦しいからと口呼吸になったり、人の目を意識しないので表

情をつくる機会も減り、お口周りの筋肉が低下しています。 

マスク と 口呼吸      

 

 

 

【パタカラ体操】 

 

 

 10 月１日以降、新型コロナウイルス感染状況を鑑みながら面会制限を解除してまいりました

が、ここ数日、近隣自治体でのクラスター感染報告があります。 

 つきましては、入居者の方への面会等について、11 月 3 日より再再度自粛をお願いいたしま

す。なお、急用等で面会が必要な方には、事前連絡と確認の上、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。 

 また通常面会を再開する際には、あらためましてご案内申し上げます。 

『口呼吸は万病の

もと』と言っていい

程、心身の至るとこ

ろに影響を及ぼすと

言われています。 

自分が口呼吸を上

手にできているかど

うかは舌の位置が重

要となります。舌が

上あごについている

のが正常、下の歯の

位置では舌の筋肉が

衰えています。 

口呼吸を鼻呼吸に

戻すためには舌の筋

肉をつけましょう。 

☆よく噛んで食べる 

☆声をだす（話をする・歌を歌う 

パタカラ体操・あいうべ体操） 

☆舌の体操（唇をとじたまま、歯と唇の間で舌をぐ

るぐる回しましょう） 

【あいうべ体操】 
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 12 月 4 日に、サニクリーン様より、『お掃除マイス

ター』の方が来られ、お風呂とトイレの掃除の仕方の

実演をしてくださいました。毎日使う場所だからと、

一生懸命掃除をしてきたつもりですが、まだまだ知ら

ない事があり、とても勉強になりました。①洗剤は、

中性→アルカリ性→酸性と、徐々に強い物を選ぶこと、

②浴室のカビには洗剤を吹きかけ、ラップで覆うとよ

いこと、③トイレの便座は横にあるボタンを押すと外

せることなど、勉強になり 

ました。早速実践し、良い 

新年を迎えられるように、 

頑張りたいと思います。 

（安田怜香） 

４丁目 

 

 

 11 月、畑の収穫を祝い、収穫祭を行いました。

穫れたての人参やさつま芋を使い、利用者さんと一

緒に、巻き寿司や天ぷらを作りました！とても手際

よくしてくださり「若い頃を思い出すなあ」と会話

も弾み、収穫に感謝しながら美味しく頂きました。              

(藤川千奈美) 

 

１年が経つのは早いですね。岡崎係長おすす

めの宮原のイルミネーションをご紹介します。

20 年以上続いており、係長はいつもこの幻想的

で綺麗なイルミネーションを楽しまれているそ

うです。ぜひ皆さんもご覧ください（稲月 愛） 

 

 

12 月 7 日、花がお好きなご利用者の方が生け花を

してくださいました。ご本人は「あんまり上手にできな

かったけど」と遠慮がちに言われていましたが、「やっ

ぱり花があるといいね」と他の方からも好評でした。い 

つまでも好き 

な事ができる

のは幸せだな

と、心が温か 

くなった 1 日 

でした。 

（重田佳代子） 

 

 

 始めまして６丁目です。よろしくお願いします。 

先日ですが飯山にこにこフィットネスのご利用者の

方々が６丁目の見学を兼ね “Cafe さんが”にて食

事会をされました。みやびらの管理栄養士が考えた

メニューに皆さん喜んでおられました。 

喫茶の営業については 

まだ未定ですが、楽し 

みにお待ちください。 

（川上俊夫） 

 

 
 

 師走に入り 2 丁目も、いろいろな行事で大忙しで

す。12 月 4 日には音楽療法士さんと本年の歌い納

めを行い、クリスマスの飾り付けをして 12 月 22

日には盛大にクリスマス忘年会を開催します。新年

を迎えるにあたっての大掃除も順次取り掛かってい

ます。すす払いでコロナも払って、良い年を迎えた

いです。   （杤木一伸） 

２丁目  

１丁目はすっかりクリスマス一色の雰囲気とな

り、壁には大きなクリスマスツリーが飾られてい

ます。15 日には 1 番地、2 番地で忘年会を行い

ます。メニューをお伝え 

すると「楽しみだねぇ」 

と言ってくださいました。 

少しでも年の瀬を感じて 

頂ければと思います。 

(柴田尚輝) 

えがお 

 

  

３丁目では１番地は５日に、２番地は１０日に忘年

会を開きました。今年も恒例の鍋を囲んで、普段あま

り食べられない方も「おかわり」をされ、喜んでたくさ

ん食べて頂きました。 

今年はコロナで例年になく、“当たり前の人と人との触

れ合い”ができない年でした。来年はいい年になるこ

とを願うばかりです        （佐々木智恵美） 

 

1丁目 

５丁目 

あとわずかで今年も終わりです。令和 2年は将来きっと教科書に残る年でした。●なんといって

も新型コロナで小中高の春先の一斉休校、衝撃の志村けんさん死去。緊急事態宣言にいたり、現在

も日々感染に敏感になり苦しんでいます。●GoToトラベル ●東京五輪・パラリンピックが延期

になりました。●著名人も亡くなりました。野球評論家野村克也さん、映画監督大林宣彦さん、拉

致被害者の会元代表横田滋さん、俳優渡哲也さん７８歳 ●安倍首相が辞任し菅政権が誕生 ●社

会ではレジ袋有料化、あおり運転罪創設、大阪都構想否決 ●事件もありました。河井克行前法

相・案里議員逮捕、ドコモ口座不正被害、東証システム障害 ●災害では九州豪雨 ●明るい話題

ではスパコン計算速度「富岳」世界一、小惑星探査機はやぶさ 2の快挙 等です。私たちの周りも

整理してみます。○まず 6丁目（厨房棟）竣工・開所、今年の大事業でした。○広島県老人福祉施

設連盟主催「コラムコンテスト」で最優秀賞とグッドグラフ賞を 2つ受賞 ○働き方改革実践企業

認定、ひろしま企業健康宣言認定 ○コロナウイルス感染拡大による３回の面会制限 ○Zoomを

活用した TV会議 ○神石よつば会との令和３年４月の合併認可 ○在宅系カラフルシャツ導入 

○栄養ソフトの法人内統一 ○10月 4日災害想定の全館停電 等ありました。 

３丁目 
 

 

今年はコロナの影響で外出や会食がしにくく、

自宅で食事を食べる機会も多くなりました。    

これからクリスマス、お正月と栄養増が気になる

時期ですね。先日さくらでは糖尿病の食事につい

ての相談や食材など気になると質問頂き、管理栄

養士が一つ一つ答えて下さいました。  

気になる事があれば遠慮なく 

職員へ伝えてください。 

来年もどうぞよろしく 

お願いします。 

（中村 靖） 

さくら  

ヘルパーステーションありす 

施設長コラム 
 

 令和２年は働き方や社会に大きな変革を

受け入れざるをえない記憶に残る１年でし

た。昭和の時代、国際競争力１位だった日

本は平成では２０位以下に後退しました。

社会的イノベーションを起こせなかったか

らです。リモート会議と作業、研修の普及

により出張がなくなりました。豪雨と地

震、災害を想定せざるをえない日常です。

地域性と情報の少なさを理由にできない時

代に変わりました。皆さま１年ありがとう

ございました。令和３年も目まぐるしそう

です。ご支援よろしくお願いいたします。 

６丁目  

風の街みやびら 施設長 高原淳尚 

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/ 

 

「令和２年の記憶」 
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岡田幸枝 はら食料品店 高田雪子 横山友三 沖野ハルエ ㈲ｵｷﾉﾐｰﾄ 沖野真和 畠山京子 

川西上自治会 上田許子 高柴富子 日石陽子 笹尾みどり 山内勝成 瀬尾 貢 仲田恵美子 

清水千代子 高路久美子 上田安二 逸見陸則 迫木智晴 加藤惠子 橋根弘美 平田キヌエ 

JA庄原帝釈支部女性部 田辺正子 田辺千波 小林日出夫 小林 孝 日野純吾 内藤淳子 

宮野志保 和田秀夫                                （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。 

 

 

善意のご紹介  （令和2年11月１日～11月30日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定（12 月 16 日～令和 3 年 1 月 15 日） 

12 月 25 日 お餅つき 

12 月 28 日 お鏡餅づくり 

12 月 31 日 お正月飾りつけ 

1 月  1 日 新年互礼会 

令和 2 年度 第 9 号 

通算第 77号 

～風の街みやびら～ 

令和 2年 12 月 15日 

目  次 
・おそうじ教室の開講 

・行事予定      ・施設長コラム 

・各丁目から     ・専門職より 

・温かい善意     ・編集後記 

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】 

 みなさん初詣の予定は決まりましたか？各地の神社では混雑を

回避するために、正月三が日を避けて年内に参拝する「幸先詣(さい

さきもうで)」や「予祝詣(よしゅくもうで)」が始まっているそうで

す。その他にも、｢my ひしゃく｣｢オンライン参拝｣「キャッシュレ

ス賽銭」などなど・・・新しい言葉のオンパレード。神社も外来語

なんておかまいなしで横文字をたくさん使い試行錯誤をされてい

ます。                  編集委員 杤木一伸 

【看護師 石井恵美子】 

新型コロナウイルス感染者数が全国的に増加しており、広島県内でも増えてきています。 

マスクの着用、手洗い・消毒、体温測定健康管理、定期的な室内換気を引き続き行い、感 

染予防に努めていきましょう。 

寒い季節ですが、換気を意識しましょう!!     

 

 

 

 

 

冬場は寒さのためついつい換気の回数が減ってしまいますが、感染予防としての 

換気は大切です。 

室温をできるだけ保てるよう効果的な換気を行っていき 
ましょう。 

 

 

 

サニクリーンさんによる 

おそうじ教室 
が行われました♪ 

 

12 月 4 日に当法人でも

お世話になっているサニク

リーンさんのおそうじマイ

スター（お掃除の達人）にお

こし頂き「おそうじ教室」が

行われました。今回は、お風

呂場・トイレなど水回りのお

掃除についてご教授いただ

きました。目からうろこの情

報に、参加した職員からも感

嘆の声が上がっていました。 

 年の瀬の大掃除に期待が

持てそうです（笑） 
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新年明けましておめでとうございます。年末

に入居者の皆さんとクリスマス会を開催しまし

た。ケーキと飲み物を美味しいと喜んで頂かれ

ました。そしてサンタクロースとトナカイから 

クリスマスプレゼントをもらい涙を流して喜ん

でおられました。 

ホールが笑いにつつ 

まれ、和やかなひと 

時を過ごされました 

（大場 徹） 

４丁目 

 

 

 

 今年もよろしくお願い致します。お正月前には、

しめ縄作りを行いました。一人ひとり、個性的なし

め縄ができ、ステキなお正月が迎えられたことと思

います。今年もご利用者の皆様が、元気に来て頂け

ること、職員一同お待ちしています。(藤川千奈美) 

 

 新しい年が始まりましたが、寒さも厳しく雪

もよく降りますね。今年は大寒波と格闘中のヘ

ルパーステーションですが大雪にも負けず、雪

かきや運転頑張っています。今年も皆さんが明

るく元気に過ごせるように訪問します。よろし

くお願いします。        （稲月 愛） 

 

 

 明けましておめでとうございます。今年の東城は雪

のあるお正月でしたね。ここ数年暖冬続きで、冬本来の

寒さを忘れかけていた私たちです。雪が続く日々、ご利

用者の皆様に安心してご利用いただけるよう、送迎時

やウイルス対策にも一層気を張って、毎日頑張ってお

ります。今年もよろしくお願いいたします。2021 年、

皆様が笑顔で過ごせますように。   （重田佳代子） 

 

 

 ６丁目 厨房です。厨房では施設の食事と配食弁

当を作っています。１月１日と２日はおせちをお出

ししました。元旦はちらし寿司におせち盛り合わせ

と普段よりも豪華な食事となりました。 

今後とも皆様に喜ばれる食事作りを心掛けていきま

す。また食事でお困りのことがあれば遠慮なく相談

して下さい。           （村上怜子） 

 
 

 新年が明けた１月４日。２丁目では「初釜」をし

てお正月をお祝いしました。茶道をされている看護

師さんにお手前を披露してもらい、お抹茶と羊羹を

召し上がっていただきました。甘いお菓子とお抹茶

の組み合わせってすごいですね。みなさん、またた

く間にぺろりと 

食べて、見事な 

お祝い行事にな 

りました。 

（杤木一伸） 

２丁目  

新年明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。1 丁目の玄関

には普段とは違ったお正月仕様の花が生けてあり

ます。今年は丑年で、1 丁目 

にも何名か年女の方がいらっ 

しゃり、「今年は丑年か。そう 

かぁ」と嬉しそうな表情をさ 

れていたのが印象的でした。 

   (柴田尚輝) 

えがお 

 

  

 新年あけましておめでとうございます。寒い日が続

いていますが、皆様どんなお正月だったでしょうか？ 

外を見ては、みんなで「寒いなぁ～」と震えています。 

皆さんに暖まって頂こうと、おしるこを作りました。

「美味しいなぁ」と、とても喜んで頂きました。 

（佐々木智恵美） 

1丁目 

５丁目 

３丁目 
 

 

 あけましておめでとうございます。今年も

宜しくお願い致します。さくらでは新年か

ら、建物内にさくら神社が出現し、皆さん通

る度に手を合わせてくださいます。今年は良

い年になるよう願っております。 

(中村 靖） 

さくら  

ヘルパーステーションありす 

 

 

 

 

 

 

 

様ざまなご意見ありがとうございました。コロナ

感染拡大により面会制限中でご迷惑をおかけしてい

ます。ご利用者の状況をもっと工夫してお伝えしな

ければいけないと思います。今後「評価」が向上す

るよう改善に取り組みたいと思います。 

６丁目  

風の街みやびら 施設長 高原淳尚 

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/ 

 

「サービスの評価方法」 

・２４Ｈシートを送ってほしい ・一部挨拶できない職員

がいる ・以前と異なり(ﾏﾅｰが)格段によくなった ・日

中に電話連絡が来ると不安になる ・居室に埃りが目

立つ ・食事が入らないときもう少し工夫と配慮をして

欲しい ・面会出来ないのでもう少し連絡が欲しい ・

居室のポータブルトイレがきれいでなかった ・昼間は

居室のカーテンをあけてほしい ・事務連絡の引き継

ぎが不十分に思うことがある ・スリッパの消毒をして

ほしい ・献立表がほしい  

年が明け早いもので令和 3年です。どんな年になるか予想困難ですが、日々健やかに過ごせることが一番です。さて

今回は介護サービスの質の評価方法について、いろいろありますので、その違いと目的を説明してみます。 

まず「指導監査」ですが、都道府県知事が各サービス提供事業者の「指定基準の遵守状況」を確認するため実施するも

のです。強制力を持ち全ての事業所に義務付けです。「査察的視点」で問題点を探し法令に違反している場合、指定取

り消しがあります。似たものに「実地指導」があります。これは行政職員が介護保険事業所へ出向き、保管関係書類を

もとに「運営指導」と「報酬請求指導」の二方向から行います。       

少し視点が変わりますが、外部評価として「第三者評価」があります。これは各事業者自らが改善項目を明らかにしサ

ービスの質を高めるとともに、利用者のサービス選択を支援する目的があります。しかし受審は任意です。評価を通じ

て自らのサービスの改善すべき点や優れている点に気づき、質の向上につなげることを可能にします。さらに「介護サ

ービス情報の公表」は利用者の介護サービス事業所の選択（比較検討）を支援するものです。全事業所が対象で調査結

果は公表します。評価や改善・指導は行いませんが法令に違反している場合、指定取り消しがあります。 

このほか各事業所は「自己評価」を毎年所定の基準で行います。また「満足度アンケート」も重要です。このたび「ご

家族アンケート」を実施させてもらいました。多くの方に「入居して良かった」とお答えいただきお礼申し上げます。

しかし無記名でしたので赤裸々なご意見もいただいていますのでご紹介します。 

 いただいた改善すべきご意見より 

施設長コラム 
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赤木伝平 浅利まゆみ 佐々木隆 瀬尾信子 日野明子 鈴木藤子 杉 和子 竹ノ内旨子 藤原繁子 矢吹成枝 

渡邉節子 井上隆道 黒川成子 吉元恭子 金谷圭子 三石晴夫 増田眎郎 ㈱シオデ 代表取締役 塩出丹帆子 高戸知枝  

宮崎節子 横山義明 豊田 都 ㈲ソネ事務機 佐々木 栄 横山浩美 小林 孝 前原孝六 阪江しのぶ 矢吹成枝 

㈲マエダオート 田辺礼次 三町まき江 アイセル㈱広島工場 立川和幸 田原菜穂美 ㈱中電工 三次営業所所長 加村満幸  

高田雪子 大木建設㈱ 代表取締役社長 吉元大輔 明光自動車工業㈱ ㈲越智タンス店 高橋鮮魚店 みなと屋 伊達昌子 羽場

克志 藤田久子 後藤由紀子 タナベ種苗㈱ 丸崎鈴子 名越幸子 加藤美智明 岩谷英明 藤原正明 清水商店 贄川典子 

広島ガス住設㈱                                     （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。 

 

 

善意のご紹介  （令和2年12月１日～12月31日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定（令和 3 年 1 月 16 日～2 月 15 日） 

1 月 20 日 「Caféさんが」ＯＰＥＮ 

1 月 29 日 第 2 回お掃除マイスターによる 

               「おそうじ教室」 

令和 2 年度 第 10 号 

通算第 78号 

～風の街みやびら～ 

令和 3年 1月 15日 

目  次 
・風の街みやびらの「お正月」 

・行事予定      ・施設長コラム 

・各丁目から     ・専門職より 

・温かい善意     ・編集後記 

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】 

 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いい

たします。年が明けて雪がたくさん降りました。ゲレンデにとって

は喜ばしいことだったと思います。ここ最近は雪不足でスキー場も

経営が厳しい状況です･･･。今年はコロナウイルスという新たな悩

みも増えてしまいましたが、わたしもスノーボードをするので、な

んとか頑張って欲しい気持ちでいっぱいです。 

                    編集委員 杤木一伸 

新型コロナウイルスの脅威を前に、あらためて免疫力を高める重要性が再確認され 

ています。では実際、なにをやれば免疫力があがるのでしょう？ 

【 免疫力を高める生活習慣 】     

 

歯磨きはタイミングが重要。口腔内の 

菌が増えると歯周病の原因になるだけで 

はなく糖尿病や高血圧、動脈硬化など、 

さまざまな病気の引き金になり免疫のバ 

ランスを崩します。最低でも一日２回 

｢朝食の前｣｢就寝の前｣に磨くことが重要 

です。 

風の街みやびらの 

「お正月 」  

令和３年が幕を明けました。 

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

風の街みやびらでも門松やお鏡餅を飾って、お正月

を迎えました。おせち料理は、各丁目で盛り付けを

工夫して、それぞれに違った彩りで入居者さんに喜

んでもらえました。 

 

 ～門松でお出迎え～ 

 ～お鏡餅作り～ 

 ～お書き初め・花飾り～ 

 
～おせちは、フォトコンテストを開催

して各丁目で盛り付けを競いました～ 
フォトコンテスト 

お題「令和３年のお節料理」 

入賞作品 

【看護師 坂根 松枝】 

①歯磨きは｢朝食の前｣と｢就寝の前｣ 

音楽を聴くことによって、副交感神経 

が優位になり、リラックスすることで免

疫力が高まります。笑ったり歌ったりす

ることも免疫を活性化させるので、お笑

い番組を観たり歌を歌ったりして、スト

レスを発散させましょう。 

④音楽や趣味でストレス発散を 

 
 

 

【第 3 位】 

2 丁目 「年始めの食卓」 

【第 1 位】 
３丁目 「雪上のおせち」 

【第 2 位】 

4 丁目 「いっぱいいくら？年金で足りるかのぉ」 

 

 

 

 

 

この入浴法で体温は約１度上がりま 

す。体温を１度上げることで、免疫力は

5～6 倍高くなるといわれています。一

方、体温が１度下がるだけで免疫力は 3

～4 割も落ちてしまいます。入浴剤など

もうまく使用すると、効率よく体温を上

げることができるのでオススメです。 

意識的に摂取して欲しいのは、キノコ 

と海藻です。キノコは食物繊維が豊富

で、腸内環境を整えられます。海藻は、

免疫力を高める｢フコダイン｣と呼ばれる

成分が豊富です。ヨーグルトも腸内環境

を整え免疫力を高めるため、ぜひ食べた

いデザートですね。 

②キノコ・海藻・ヨーグルトがオススメ 

③お風呂は 40～41 度で 10 分間漬かる 

mailto:miyabira@alice.or.jp
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           風の街みやびら 施設長 高原淳尚 

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/ 

 

 

   

    

 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 
 
 
 暦の上では春といいますが、まだまだ風が肌寒いで

すね。そんな中 4 丁目では 2 日に「節分会」を行いま

した。赤鬼青鬼が現れ、皆で豆？を投げて、鬼退治を

しました。鬼を退治した後は鬼と一緒に撮影会。「鬼さ

ん、私を守ってください」と言われる利用者様の言葉

が印象的でした。また、おやつにぜんざいと甘納豆を

お出しし、大変喜んでくださいました。また一年、皆

さんが元気で過ごされますように…。 （安田怜香） 

４丁目 

 

 

 

 えがおでは、「節分」ということで赤鬼、青鬼を作

りしました。福笑いのように、段ボールで作った鬼の

顔に、目や鼻を付け、とても楽しそうにして下さいま

した。怖い鬼や可愛い鬼などユニークな鬼がたくさん

の節分となりました。そして、鬼退治の後は福の神も

やってきてくれましたよ♪     (藤川千奈美) 

 

 最近、訪問先にも近づく春の足音が感じら 

れます。加谷は赤い猫柳が膨み、新免は福寿草が咲

いていました。東城にも春が来たと知らせてくれ

ているようですね。三寒四温の季節、体調を崩され

ないよう過ごしてください。    （稲月 愛） 

 

 

 2 月１０日「天気が良くて気持ちが良さそうじゃな～」

ということで、お外へお散歩に出掛けてきました。東城川

を少し眺めて、ベンチに座って日向ぼっこをしながら、チ

ョコレートを一緒にパクリ。「家に帰ってもひとりじゃ怖

くて外に出られんから、嬉しい。また連れてきてな。」と

とても喜んでくださいました。キレイな青空に小さなお花

も見つけ、少しだけ春を感じられた幸せなひと時でした。          

（重田佳代子） 

 

 

「認知症サポーター」って知っていますか？ 

認知症サポーターは何か特別なことをする人ではなく、認知症

について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温

かい目で見守る「応援者」です。認知症サポーター養成講座で

得た知識を生かし、近所で気になることがあればさりげなく見

守る、まちなかで困っている人がいたら手助けすることも立派

な活動の一つです。市が実施する認知症サポーター養成講座を

受ければ誰でも認知症サポーターになれます。東城町内でもた

くさんの企業が講座を受けておられます。 

コロナ禍の中でも感染予防に努めながら講座 

を開催しています。受講を希望される方は 

東城支所へご相談ください。 （川上俊夫） 

 
 

 ２丁目の看護師さんが、暖かいプレゼントを寄付

してくださいました。心のこもった手編みの膝掛け

です♪入居者さんの通院で、外出するときに使って

ね♡と、嬉しいサプライズに、さっそく掛け心地を

味わってもらいました。       （杤木一伸） 

２丁目  

厳しい寒さは残るものの、暦の上では春を迎えまし

た。1 丁目では 10 日と 11 日の二日間で浸かる大根

湯、11 日に飲む大根湯を行いました。浸かる大根湯

では大根の香りが浴室内に広がり、乾燥肌にも良く、

飲む大根湯では抗菌作用もあり、「おいしい」や

「昔、飲んでいて、 

懐かしい」と言って 

くださる方もいらっ 

しゃいました。 

（柴田尚輝） 

えがお 

 

  

 立春といえどまだまだ寒い日が続いております。 

2 月といえば「節分」→豆は硬いなぁ…。 

「バレンタインデー」→本命チョコや友チョコ等々、

今は色々ある様なので、少し早 

い 6 日に「感謝チョコ」として 

生チョコを作ってみました。 

 口当たりも良く、すぐ溶ける 

のでミキサー食を食べておられ 

る方でも食べて頂けました。甘 

い物はみんな笑顔になりますね。 

（佐々木智恵美） 

 

1丁目 

５丁目 

３丁目 
 

 

さくらでは 2 月２日に「節分」を行いました。    

2 月 2 日の節分は 124 年ぶり、との事でしたが、

3 日でないことに少し違和感を覚えながら、鬼も

さくらの中に登場し、驚きながらも皆で「鬼は

外！」と鬼を追い出しました。   (中村 靖） 

さくら  

ヘルパーステーションありす ６丁目  

風の街みやびら 施設長 高原淳尚 

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/ 

 

「コロナ感染で困るのは実は・・・」 

全国的にコロナ感染がピークを超え、特に広島県は低水準になりました。このまま収まる事を願うばかりです。いろ

いろな事を想定していたら、やっと気づきました。コロナ感染で一番困る状況は？？・・・調理です。厨房関係者に陽

性者が出た場合です。 

 ある日突然「調理員 Aさんが陽性で入院です。また濃厚接触者は自宅待機です！」となったらどうなるでしょう？ま

ず厨房は閉鎖となり消毒へ、同じ厨房で働くスタッフが濃厚接触者として自宅待機となり PCR検査待ちとなります。そ

の日からのご飯はどうなるんでしょうか？？・・・ 

 陽性になったご利用者は入院となるでしょうし、職員も入院あるいは自宅待機ですから、事業所あるいは一部は閉鎖

となりますが食事は必要です。さあどうしたものか・・・急に忙しくなり厨房関係者が集まって考えます。毎食 100食

以上の食事を 1 日 3回外部委託で提供してくれそうにはありません。ましてやコロナ感染です。 

そこで各厨房が協力しながら作ることを検討します。みやびら厨房だけでなく、200ｍ離れた東寿園厨房とお互いが

補完機能を果たすことが求められます。結論ですが毎食のメニューの主食と副食の主となるメニューを統一することに

しました。そうすれば量的に倍を調理しても同じ工程なら効率よく取り組めます。ということで 2月よりメニュー統一

に動きました。 

施設長コラム 
 

さらに大きな問題がありました。車で約 20 分の

神石高原町にあるシルトピア油木の厨房が閉鎖と

なったらどうなるでしょうか？この厨房の閉鎖も想

定しておく必要があります。また最悪の事態とし

て、感染が広がった結果、東寿園と風の街みやびら

の 2 カ所の厨房の同時閉鎖こそあり得ます。この三

食外せない 3カ所の高齢者施設の厨房は協力関係が

必要です。残念ながら能力として一度に 3カ所分の

食事はつくれません。3カ所合わせると食数の合

計が少ないときで 250から多いときで 420

食まで作らないといけません。3カ所で話し合いの

結果、お互いが連携して機能を補完し合うことで一

致しました。幸い献立のソフトは今年度統一できて

います。今後は職員も異動しながらお互いの厨房に

慣れる必要があります。作る人、運ぶ人、膳組みす

る人・・・についてはその時の状況で対応すること

になります。コロナは生活様式と考え方を大きく変

えることになりました。 
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E-mail   miyabira@alice.or.jp 
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加藤美智明 竹ノ内勇二 川西元気塾 田邉政史 戸成信賢 妹尾優子 林 嘉啓 

田邉政史 竹ノ内旨子 立川和幸 川上 勉 小田憲治  

宗吉和宏 成田信和 林 千鶴            （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。 

 

 

善意のご紹介  （令和3年1月１日～1月31日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定 
（令和 3 年 2 月 16 日～3 月 15 日） 

2 月 19 日 ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ「春よ来い！」結果発表日 

3 月 1 日 面会制限解除（予定） 

3 月 8 日 美容組合（散髪） 

令和 2 年度 第 11 号 

通算第 79号 

～風の街みやびら～ 

令和 3年 2月 15日 

目  次 

・「Cafe さんが」プレオープンの模様 

・面会制限解除のお知らせ 

・行事予定      ・施設長コラム 

・各丁目から     ・専門職より 

・温かい善意     ・編集後記 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】 

 NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」…最期まで見届けました。 

コロナ禍での３ヶ月に渡る撮影中断。ある意味、主人公の明智光秀

の生涯よりも波瀾万丈だった大河でした。最終話、長谷川博己さん

演じる明智光秀の言葉…「我が敵は織田信長と申す」－。 

信長と光秀の、尾張の海岸での出会いの瞬間から見続けてきたから

こそ心が震える言葉でした。       編集委員 杤木一伸 

 

【管理栄養士 村上 怜子】 

今月より、１か月の昼食メニューをご家族へ配布いたします。 
利用者様が普段どんなものを食べておられるのかご参考になれば幸い
です。 

 

ながらくご迷惑をおかけしましたが、コロナ感染も県北では収まりつつあるように見

えます。風の街みやびらでは３月１日（月）より緊急事態宣言が出されている地域以

外からの面会者を受け入れます。なお、面会を希望される方は本部棟で体調等チェック

の上、希望入居者の居室のみで１５分程度の面会を可能といたします。あくまでも予定

です。状況が変わり次第再び制限をすることがあることをご考慮願います。                                 

風の街みやびら 施設長 

～面会制限を解除します！～ 

 

 

 

 

３月３日といえば、ひな祭りですね♬ひな祭りは、桃の節句で女の子の

健やかな成長や幸せを祈ってお祝いをします。 

ひな祭りで食べる物 

ちらし寿司・白酒（甘酒） 

ひし餅・ひなあられ 

はまぐり・桜餅・手まり寿司 

 

 

皆様もぜひおうちでひな祭り 

のお祝いをしてみてはいかがで 

しょうか。 

ちらし寿司に使われる具材 

えび：長寿 

れんこん：先を見通せる 

豆：まめに生きる、まめに働ける 

菜の花：春の雰囲気を感じられる 

 お知らせ 

 

現在「Cafe さんが」
では OPEN にむけ
て、職員限定のプレオ
ープン実施中。メニュ
ーも試行錯誤を重ね
ております。今回は、
その一コマをご紹
介！！ 
みなさま OPEN ま

で、いましばらくお待
ちください♪ 

  

 

 

       プレオープン!! 

Cafe 
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 3 月 3 日はひな祭りと田森貞代さんのお誕生日が 

開かれました。入居者さんと職員からたくさんの 

祝福を受けられました。お祝いの言葉から始まり 

誕生日の歌を皆様で歌い、貞代さんはにっこり 

笑顔でした。とても暖かな雰囲気に包まれました。 

               これからも健康で 

               楽しい毎日を一緒 

               に送りましょう。 

               （大場 徹） 

 

４丁目 

 

 

 

少しずつ暖かくなり、春らしくなってきました。

えがおでは、天気の良い日は、外でグランドゴルフ

を行っています！「久しぶりにしたわ」と、皆さん

わいわい楽しんで下さいます。♪4 月になれば、桜

の開花も楽しみですね。     (藤川千奈美) 

 

 春爛漫、東城でも春の風景が色々なところで

見られますね。暖かくなり嬉しいような、一年が

あっという間で少し寂しくなるような複雑な気

分です。訪問先の方から沢山笑顔をもらい、本当

に感謝でいっぱいです。これからも在宅で元気

に過ごしましょう。       （稲月 愛） 

 

 

 2 月 26 日【美味しいお菓子を食べる会】を開催し

ました。音楽を流し、テーブルに白いクロスを掛けて、

お花を咲かせて、春らしいカフェ風に飾ってみました。

飲み物もそれぞれメニューから選んでいただき、ケー

キやチョコレート、竹屋饅頭に桜餅、お煎餅など、皆さ

んと一緒に頂きました。たくさんあったお菓子もあっ

という間になくなり、お話も弾まれたようでした。 

（重田佳代子） 

 

 

 調理では毎日みやびら約 300 食、配食約 50食の食事を作

っています。11月に厨房が移転したことで、飾り付けをした

デザートなどの新しいメニューを取り入れられるようになりま

した。先日は計 200個のいなり寿司を一つずついなりに詰

め、皆さんに食べて頂きました。 

また、お昼ご飯を厨房から運搬する作業も調理員で行っていま

す。運搬した際に、「昨日の 

食事もおいしかったよ」と 

いう言葉をいただくととて 

も心が温まります。皆さま 

からの「おいしかった！」 

の声が励みです。（東 春那） 

 
 

 ２丁目には、担当看護師さんが作ってくれた花壇

があります。春にむけて、準備を整えてくださいま

した♪すいせん・ムスカリ・ハナニラなどなど♪こ

こ数日あたたかい日が続いて花が開こうとしている

様を入居者さんと待ちわびています。（杤木一伸） 

２丁目  

 1 丁目では 8 日におはぎを作りました。皆さん、 

楽しみにされていたようで「美味しそうだな」「おは

ぎは好きだけど作るのが大変で中々食べられないけ

ど、食べる事が出来て嬉しい」「甘くておいしい」と

言ってくださいました。春の 

お彼岸としては早かったです 

が、皆さん、喜ばれていて 

たくさんの笑顔が咲いていま 

した。     （柴田尚輝） 

えがお 

 

  

 3 月に入り面会制限が解除となり、入居者の方も久

しぶりの面会に笑顔を多く見受けました。2 番地の杉

さんご夫婦はご主人が、いつも面会に来て下さってい

ます。先日の面会時にお雛祭りに扮してお内裏様とお

雛様に変身して頂きました。少し緊張気味の表情です

が、変身中は楽しみながら終始笑顔で私たち職員も笑

顔になりました。早速 

フォトコンテストに 

応募しました。 

（佐々木智恵美） 

1丁目 

５丁目 

３丁目 
 

 

 桃の節句に合わせて、妻の実家よりお雛様を借り

て、さくらの中で飾ってみました。 

内裏雛のみ飾ってみましたが、皆さん「綺麗だね」と

喜んで下さり、ご夫婦で仲良くお雛様と同じ位置でモ

デルとなって頂きました。これは毎年準備と片付けも 

大変だ！と身に染 

みて実感しました。 

(中村 靖） 

さくら  

ヘルパーステーションありす ６丁目  

風の街みやびら 施設長 高原淳尚 

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/ 

 

「3．11 あの時から」 

静かな 10年目の 3月 11日を迎えました。災害で亡くなった方、不明の方は約 22，200人にも上りま

す。あらためまして東日本大震災で被害にあわれた犠牲者の方、またそのご家族関係者にはお見舞い申し上

げます。 

10年前のあの時、2011年 3月 11日午後 2時 46分、私は春彼岸のお参りをしていました。忘れることは

ありません。その時は息子も一緒でした。S さん宅です。お経を終えると年配の S さんは親しく「方丈さ

ん！お経どころでないで！東京から北海道まで津波じゃ！」「何がありました？」「大地震で大津波よ！

はよ帰ってテレビ見た方がええよ」と。車に乗ると想像の付かない不明なことばかりの大変な報道です。ど

こどこで津波到着とか。何メートルとか・・・自宅へ帰ってからのテレビ等での映像は皆さんご存じの惨状

です。仙台空港から内陸へ向かい津波が押し寄せていく光景は現実と思えず、呆然としてしましまいまし

た。 

山形県出身の妻は母親の携帯につながらずかけ続けていました。それでも夕方には話ができ「停電なので何

があったのかわからん！」という様子で停電に備えるよう話していました。全国老人福祉施設協議会の月

刊誌の表紙に津波で跡形もなくなり施設の看板のみ残った写真が掲載されました。どんな立派な施設であっ

ても備えなくして災害には勝てないのです。建物が流され、犠牲者が出て、入所者は異動し、職員もいなく

なったという衝撃の写真でした。 

 

施設長コラム 
 

あれから 10年。地震・津波・原発・除染・

慰霊・絆・復興・・・得る物があったかもしれ

ませんが、多くの物を失いました。警察、消

防、行政、医療と同じ日常生活に欠かせないエ

ッセンシャルワークとして位置づけられる福

祉施設には「事業継続計画（ＢＣＰ）」が義

務付けられています。何があろうと自助と共助

の努力で運営継続が求められています。私たち

はさらに未知なる敵、コロナウイルスに立ち

向かっています。次の 10年がどうなるのか、

予想も付きません。あらためまして犠牲になら

れた方の命が無駄にならないよう教訓とするこ

とを誓います。「生きること」は大変ですね。 



                           

発行元 風の街みやびら 
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田辺いくこ 宇恵典之 小林利行 逸見睦則 世良弘枝 瀬尾 賜  

藤本眞壽夫 毛利澄人 小梶真澄 村田元治 松永勝昭 金谷圭子  

藤森久美子                （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。 

 

 

善意のご紹介  （令和3年２月１日～2月28日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定 
（令和 3 年 3 月 16 日～4 月 15 日） 

3 月 22 日 長田美容室（散髪） 

4 月 9 日 庄原市長・市議会議員選挙 

不在者投票（予定日） 

 

 

令和 2 年度 第 12 号 

通算第 80号 

～風の街みやびら～ 

令和 3年 3月 15日 

目  次 

・新見公立大学学生さんの介護実習の様子 

・面会制限解除中のお知らせ 

・行事予定      ・施設長コラム 

・各丁目から     ・専門職より 

・温かい善意     ・編集後記 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】 

 今年度、広報誌の担当となって、はや一年が経ちます。こういっ

たことに、初めて携わらせてもらって今思うことは、「まだ続けて

みたい」です。やっと編集に慣れてきたので、次の目標は、新たな

アイデアをもっと取り入れて、みなさまに情報をお伝えしていきた

いと思っています。 

来年度も「風の宅急便」どうぞよろしくお願いします。 

編集委員 杤木一伸 

 

新型コロナが世界中を脅かして一年経過しました。世界皆マスクを装着し、わが国では手洗い、手指アルコール消

毒など、今や家・車には消毒用品が必需品 それだけ皆さんウイルス対策に敏感、徹底されている現在です。 

ワクチンを受けたからと言って感染しないわけではありません。引き続き、自己感染予防を徹底して続けることが自

分を守り身近な方を守る“技”と言っても過言ではありません。 

 

新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）は、ＳＡＲＳ・ＭＥＲＳを含め今回は７種類目のコロナウイルスです。 

海外でワクチン開発が進められ、2 月 14 日にファイザー社のワクチンが日本で承認され接種が始まっています。 

ワクチン接種を行う期間は、令和３年２月１７日から令和４年２月末までの予定です。医療従事者、高齢者、基礎疾

患を有する方の順で高齢者接種は早くても４月１日以降になる見込みです。1 回目の接種から 3 週間の間隔を置い

て、出来る限り速やかに接種を実施することとされています。 

現在国が確保を見込んでいるワクチンは 3種類で、接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することとさ

れており、複数のワクチンが供給されている場合も、1 回目に接種したワクチンと同じ種類のワクチンを接種する必

要があります。 

ワクチンが接種されると、注射部位近くのマクロファージに取り込まれ、スパイク蛋白を作るように指示をし、そ

の後スパイク蛋白はマクロファージの表面に現れると、このスパイク蛋白に対する坑体が作られたりＴ細胞を介した

免疫が誘導される事で、新型コロナウイルスに対する免疫を持つことが出来ます。生きたウイルスはワクチンの中に

は入っておらず、又遺伝子情報を体内に接種するといっても、それによって人間の遺伝子情報に変化が加わることは

ありません。 

不安はあると思いますが、かかり付けの医師と早くから相談され、接種されるかどうかを決められることをお勧め

いたします。 

 

 

 

 

風の街みやびらでは、毎年、新見

公立大学の学生さんの介護実習を

受け入れています。将来、社会福祉

に携わるために、大学で勉強をし

て実習に来られます。今年は３月

１日～１３日の２週間を泊まり込

みで実習されました。みなさんに

お話を伺うと、大学での勉強とは

違い、現場ではマニュアル通り行

かない事に気付けたり、実際の介

護への理解が深まったと話してく

れました。実習最終日には、昼食を

摂りながら、施設長・施設課長と意

見交換会を行い、無事に実習を終

えることができました。 

若さとやる気に満ちた学生さん

と接し、私たち職員にとっても、よ

い刺激となりました。 
 

【看護師 岡崎節子】 

 

風の街みやびらでは３月１日（月）より緊急事態宣言が出されている地域以外から

の面会者を受け入れています。なお、面会を希望される方は本部棟で体調等チェックの

上、希望入居者の居室のみで１５分程度の面会を可能といたします。あくまでも予定で

す。状況が変わり次第再び制限をすることがあることをご考慮願います。                   

～引き続き、面会制限を解除中です！～ 
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