
           風の街みやびら 施設長 高原淳尚 
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 春はやっぱり桜です。４月１日は天気も良く桜の

花もすでに満開だったので、みんなでデッキに出て

桜狩りを楽しみました。気分の高揚を抑えきれず、

万歳や拍手が飛び出し、良い写真が撮影できました。         

（杤木 一伸） 

４丁目 

 

 

 

 暖かくなるにつれ、桜のつぼみが色つき始めると、

ご利用者さんから「今年も弁当持って花見をせんとい

けんなぁ」と声が聞こえてきました。今年は開花が早

く慌てて行いました。「やはり花見はええなぁ」と桜

下のもと、謳歌されました。    （谷久 博仁） 

 

 

4 月から、新しく 2 人のヘルパーが仲間入りし

ました。石井愛子 介護福祉士と藤川千奈美 介護

福祉士の 2 名です。訪問先の利用者さんに、元気

いっぱい笑顔で対応させていただきます。よろし

くお願い致します。             （藤川千奈美） 

 

 

 新年度を迎え 5 丁目では、ショートステイの利用者さ

んをお迎えする用のお花をたくさん育てて、玄関にフラワ

ーロードを作成中です。利用者のみなさんからもお花をい

ただいたり、リクエストを伺ったりして、もっと賑やかで

喜んでもらえるお出迎え 

ができればなあと思ってい 

ます。   （田邉 郁恵） 

 

 

 4月 14日に、庄原市東城地区民生委員児

童委員協議会に参加してきました。民生委員・

児童委員の方は地域住民の身近な相談相手とし

て活躍しておられます。 

東寿園居宅介護支援事業所としても日頃から

地域のことで困ったことがあれば相談させても

らっています。協議会に参加させてもらい、地

域の困りごとや近況などの情報交換を行ってい

ます。           （川上 俊夫） 

 
 

 4 月に入り、今年の桜は開花が少し早かった様で

す。新型コロナウイルスの感染が再拡大となる中、

成羽川沿いの桜は、いつもと変わらず、きれいな花

を咲かせてくれました。時間を見つけてお花見に行

きました。満開に咲いていて綺麗でした。皆さんも

大喜びでした。春の陽気とともに、今年度がスタ―   

トしました。入居者さ 

まと笑顔で過ごしてい

きたいと思います。 

（大場 徹） 

２丁目  

 １丁目の窓からは菜の花が満開で、みんなで春を感じ

ている今日この頃です。 先日、当法人の 文集『山路』

に、たまたま目が止まり入居者さんと一緒に読んでみま

した。何号も前のものになると、利用者さんや職員のみ

んなの若さに驚いたり、久しぶりに見る顔が載っていた

りして懐かしくなりました。皆さんもお手元にあれば久

しぶりに開いてみてはいかがでしょうか。 

（前原 優香） 

えがお 

 

  

 春らしい日が続く中、新年度が始まりました。 

3 丁目の植栽である雪柳が今年も白い花を一杯咲かせ

ています。桜やチューリップと共に春の訪れを告げて

くれる花の一つで小さく可憐な白い花にちなんで「愛

らしさ」という花言葉がつけられています。 

私たち 3 丁目職員も新メンバーでスタートしまし

た。コロナ禍ではあります 

が、今年度も皆さんと元気 

に過ごしていきたいです。 

（吉井 伸江） 

1丁目 

５丁目 

３丁目 
 

 

 今年もきれいに桜が咲きました。さっそくさくらで

は、「さくらの桜」を近くで見ようと、みんなで庭に

出てお茶を飲みました。 

気候も穏やかで自然と笑顔になりますね。 

今年度も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 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/ 

 

「初心忘るべからず」 

寒い冬がいつまでも続くかと思うほど、中国山地の寒さは長いのですが、それでも必ず春はやってきます。

県立東城高校近くの道路沿いの桜は標本木のように最初に花を咲かせます。桜は必ず散るからはかない。一

度しかないその春の季節を実感させてくれます。学校は入学式、会社は入社式、新しい年度を迎えなんとなく

胸弾み夢膨らむ季節です。毎年「今年はこれを勉強しよう」「こんどこそ取り組もう」など張り切るものです。 
  

「初心忘るべからず」これは能を大成させたあの世阿弥（1443年没）の言葉です。 

「当流に万能一徳の一句あり。初心忘るべからず。 

･･･老後の初心を忘るべからず」（『花鏡』） 

私たちは「初心」を忘れる生き物です。芸や仕事のスキルが上がり、どんなに慣れて上手くなっても「初

心」、最初の思いを忘れたくないものです。自動車運転免許の更新は何年かおきにあります。ゴールドの時

は胸を張って参加しますが、青色だと少し講習も長く反省します。あれだけ自動車学校では丁寧に教えら

れ、若葉マークの頃は車両が動く前には前後左右丁寧に確認していたはずなのに、慣れてくるとそんなこと

も忘れ事故につながります。けっして運転技術が低いわけでなく気持ちの問題です。 

施設長コラム 
 

4 月 1 日と 2 日は恒例の新規採用職員研修でし

た。令和 2 年度中途で採用された人たちも対象

です。4月より合併となった「神石高原よつば工

房」も参加で、約 40 名の研修となりました。2

日間、理事長の話から各職種、各事業担当者か

らの説明です。大変お疲れさまでした。理解を

深めチームワークで充実した仕事になりますこ

とを期待します。 

 さて、広島県老人福祉施設連盟という施設が

加入する団体があります。この連盟が主催する

コラムコンテストに応募し、見事に風の街みや

びらが「年間最優秀賞」を受賞しました。「私の

原点」というテーマの作品です。介護業界に就

職したときの先輩からの「まずはご利用者との

お話から」という教えです。仕事に慣れ忙しく

なると後回しになりがちな姿勢です。お互い「初

心」を意識させる 1枚となりました。1年間連盟

のホームページの表になります。 



                           

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/ 

 

 

  

 

    

  

    

   

    

   

 

 

   

 

     

 

 

 

 

  

   

  

    

 

 

 

   

 

 

     

       

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

佐々木久惠 竹ノ内旨子 柳生利明 小田惠子 高村明伸 田森光洋 金谷圭子 川上 勉  

後藤由紀子 長谷川昭子 高尾浩宣 藤本眞壽夫 麦平洋一 大内 眞 河村春子 河野隆紀  

永谷真由美 久岡祐治 日石陽子 ㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ中国 神岡槇俊      （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3月１日～3月31日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定 
（令和 3 年 4 月 16 日～5 月 15 日） 

4 月 21 日・参議院再選挙不在者投票（予定） 

・ピースカット（散髪）⇒中止 

4 月 26 日 長田美容室（散髪） ⇒中止 

 ５月 ８日 花まつり 

令和 3 年度 第 1 号 

通算第 81号 

～風の街みやびら～ 

令和 3年 4月 15日 

目  次 
・令和３年度各事業所職員紹介 

・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】 

 令和 3年度が始まりました。今年は桜の開花が早く、

小奴可の要害桜も４月に入ってすぐに開花したそうで

す。コロナの影響で、みんなで桜を見ながら宴会とはい

きませんが、毎年変わらず咲き誇る桜の花は、心を明る

く豊かにしてくれます。     編集委員 杤木一伸 

 

新型コロナワクチンについて 
新型コロナワクチンの接種が始まっています。庄原市では 4/22 から 65 歳以上の高齢者の接種が開

始される予定です。 

風の街みやびら・東寿園の入居者及び職員を対象とする接種については、希望調査の後、施設嘱託医等

と 調整を行い高齢者施設を接種場所とし、実施する予定となっています。庄原市のホームページによる

と、ワクチンが十分に供給された場合、高齢者施設での接種は 4 月下旬から 6 月までの予定となってい

ます。 

ワクチンについて正しく知ったうえで判断しましょう。新型コロナワクチンは 2回接種によって、95％

の有効性で、発熱やせきなどの症状がでることを防ぐ効果が認められてます。接種後に、接種部位の痛み、

発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、

きわめて稀ではあるものの、ゼロではありません。ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反

応であるアナフィラキシーの発症頻度は、米国で100万人に 5人程度と報告されています。日本での接

種では、ワクチン接種後 15～30分経過を見て、万が一アナフィラキシ-が起きても医療従事者が必要な

対応を行います。 

 

 

【看護師 吉川智春】 

 

新型コロナウイルス感染いわゆる第 4 波が広がりを見せています。つきましては、入居者の方への面会

等について、4 月 5 日（月）より再び自粛をお願いいたします。なお、急用・看取り状況等で面会が

必要な方には、事前連絡と確認の上、健康状態の確認及び面会者の住所を記載の上、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。 

面会の（再度）自粛についてのお願い 

外出時の感染対策 
日常生活を送るうえで外出する機会があると思います。その際の感染対策について紹介します。 

① 感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控えましょう。  

② 発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。 

③ 手洗い・手指消毒 

石鹸がなくても流水だけの手洗いでも一定の効果は得られます。 

携帯できるアルコール消毒液を持っていれば、手洗いができない場合でも安心です。 

④ 目・鼻・口を手で触れないようにしましょう。 

⑤ スマホを触りながら食事をしないようにしましょう。 

スマホの表面は、ウイルスが付着している可能性が高いです。 

⑥ 不特定多数の人が触れるものには、なるべく触らない様にしましょう。 

ゴールデンウイークに入りますが、気を緩め過ぎずに楽しんで行きましょう！ 

            

高原淳尚（施設長）
佐々木由紀（在宅課長）      水永芳香（地域支援課長） 

吉川智春（看護課長）松永浩樹（施設課長）  

              

            本田 博恵（係長） 
           重田 佳代子（1番地UL） 
          前原 優香 （2番地UL） 

              

            藤岡 篤子（係長） 
          山岡 康美（1 番地 UL） 
          大場  徹（2 番地 UL） 

 

              

           安田 祥一（係長） 
          吉井 伸江（1 番地 UL） 
          松本 江里（2 番地 UL） 

 

            

            山根 淳（係長） 
           杤木 一伸（１番地 UL） 
           安田 怜香（2 番地 UL） 

 

             

            福島 健三（主任） 
          田邉 郁恵 （1番地UL） 
          横山 まゆみ（2番地UL） 

 

           

 

 

 

 

水永 芳香（課長）     詰丸 澄枝（係長） 
川上 俊夫（係長）     村上 怜子（係長） 

デイサービス 

さくら 
            
 
 
 
 
 
 
中村 靖（主任） 

デイサービス 

えがお 
            
 
 
 
 
 
 
栁原 由喜江（係長） 

ヘルパーステーション

ありす 

            
 
 
 
 
 
 
岡﨑 久子（係長） 

令和３年度が、新たな顔ぶれでスタートしました。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。本年度

もよろしくお願い致します。       ※UL＝ユニットリーダー 

 

居宅 

 

調理 

 

mailto:miyabira@alice.or.jp
mailto:miyabira@alice.or.jp

