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5 月 9 日は母の日でしたね。入居者さんのもとに

も、ご家族の方から素敵なカーネーションが届きま

した。ホールに飾らせてもらい、みんなで愛でてい

ます。なかなか面会ができない 

今だからこそ、ご家族からの贈 

り物が届くと、繋がっている喜 

びや幸せを、よりいっそう感じ 

ることができる今年の母の日で 

した。      （杤木 一伸） 

４丁目 

 

 

 ５月はメイストームと言われますが、言葉通り雹

まで降ってくるという波乱の幕開けとなりました。そ

れでもゴールデンウイークは連日託児の子供たちが

大勢来所してくれ、えがおの利用者さんと体操・屋外

のゲーム等一緒に荒天なんのそのと、触れ合い笑顔が

弾けていました。         （谷久 博仁） 

 

 

5 月に入り、暖かさも増し春を感じながら訪

問させて頂いています。利用者さんのお宅では、

庭にツツジや石楠花（しゃくなげ）の花が満開に

咲いていました。新緑が映える小奴可の風景と

共にお写真を撮らせて頂きました。 

（藤川 千奈美） 

 

 

 

 端午の節句ということで、5 丁目の利用者さんに鯉

のぼりの貼り絵を作っていただきました。手先のリハ

ビリも兼ねて、鱗を切って貼って、皆さんで鯉のぼりエ

ピソードの昔ばなしに花を咲かせながら、素敵な鯉の

ぼりができました。（田邉 郁恵） 

 

 

 調理の厨房が移転をして６か月が過ぎ、当初は困惑すること

もありましたが今では調理も慣れ、皆様に食事を楽しんでもら

えるように手の込んだメニューも作れるようになりました。ま

た、４月からは３名の新人が仲間に加わり、現在、管理栄養士

３名・調理員７名で調理をしています。これからも皆様におい

しい食事を作れるようにチーム一丸となり精進していきます。

新しい厨房は一面がガラス張りになっていますので、みやびら

にお越しの際は手を振ってください。笑顔でお待ちしておりま

す。（松岡 佳春） 

 
 

 5 月、桜の季節もあっという間に過ぎ、あざやか 

な新緑とそよ風が気持ちよい季節となりました。 

５月５日は端午の節句、と言えば粽。そして柏餅。 

菖蒲湯に入って、空には鯉のぼりがはためいて爽や 

かな初夏の風が若葉の間を通り抜けていく。そんな 

         イメージがこどもの日の典型的

な姿でしょう。大きい真鯉と一

緒に記念撮影をしました。屋根

より高い鯉のぼり面白そうに泳

いでいるようでした。 

                  （大場 徹） 

 

２丁目  

梅雨の走りといわれ、雨がよく降るようになり

ましたが皆さんいかがお過ごしですか。先月 25

日、1 丁目の三河ミチエさんが、100 歳のお誕

生日を迎えられた際、施設長さんから送られた色

紙です。【微笑】三河さんにぴったりの言葉です

ね。これからもその優 

しい笑顔で長生きして 

くださいね。 

（前原 優香） 

えがお 

 

  

 5 月になり、早くも日中汗ばむほどの陽気になって

います。3 丁目では 8 日に職員の手作りフレンチトー

ストでお茶会をしました。三密を避ける為、談笑はで

きませんが「美味しいね」と喜んで下さいました。まだ

まだ安心できない日々が続くと思われますが入居者の

皆様が穏やかに過ごせ 

る様に努めていきたい 

と思います。 

（吉井 伸江） 

 

1丁目 

５丁目 

今年度４月より神石高原町のシルトピア油木に隣接する社会福祉法人神石よつば会 ゆき作業所が社会福祉

法人東城有栖会に合併となりました。神石よつば会は平成 13 年に設立され、障害者の就労支援 B 型事業を実施していま

す。健康茶やクッキー、かりんとうなどのお菓子、農作業、受託作業、味噌作り、手芸品、またディーゼル大型トラッ

ク車両の尿素水（アドブルー）も生産しており、合計数十種類の品物を取り扱っています。ご利用者も定員 40名で働く

スタッフも 11名おられます。2年ほど前よりご相談があり、説明会や公の手続きを経て、令和 3 年 4 月 1日より正式に

合併となりました。名称は変更して「神石高原よつば工房」とこれまでの経過を引き継ぐよう変更しています。 

2019年の厚労省の資料ですが「社会福祉法人制度の現状について」を見ると、全国で社会福祉法人が 2 万以上存在

し、広島県にも 600 余りあります。その規模についてサービス活動収益に注目してみると、ほぼ 4 分の 1 が 1～2億円

で 10億円以上の法人は 1割しかありません。ちなみに平均は 5 億円程度です。また 3 分の 1 の法人が設立 20 年以内と

いう比較的年数の若い法人が多いようです。厚労省は規模の小さい法人の不安定な経営を改善するために「連携型法

人」を提案しています。いろいろな形で小さな法人は業務や財務面、職員育成などを中心に連携できる模索をしていま

す。しかしながら大きな問題は、どこの業界とも変わることなく「人手不足」です。 

３丁目 
 

 

 先日さくらに胡蝶蘭の 

花を頂きました。玄関に 

飾って毎日利用者の皆さ 

んを出迎えてくれていま 

す。とても綺麗ですよね。 

楽しい事が何もできない 

昨今お花を見て癒されて 

います。 

機会があれば是非のぞいて 

見てください。 

（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 
 

  

 

 

もともとシルトピア油木が開墾して使用していた畑

の場所に、「ゆき作業所」が開所した当時のことを覚

えています。藤井哲見所長さんの熱い思いをお聞きし

たことがあります。徐々に苦労を重ね建て増ししなが

ら事業を拡大されてこられました。今後は東城有栖会

の「東寿園福祉作業所きらぽっか」との連携と

協力を得ながら、住みやすい地域となるよう、ともに

事業が充実していくことを願います。今後ともよろし

く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 
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「神石高原よつば工房」開所 



                           

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/ 

 

 

 

    

 

    

  

    

   

    

   

 

 

   

 

     

 

 

 

 

  

   

  

    

 

 

 

   

 

 

     

       

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

上川幸枝 水田タミエ 桑原忠利 岩谷英明 原田スマ子 地子給るり子 河村文雄 

日野原直江 野口高徳 山下邦江 諸隈たまみ 河村恵美子 高田孝義 逸見睦則 

木下豊巳 檪木日出美 佐々木光夫 長谷川昭子                         

（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4月１日～4月30日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定（5 月 16 日～6 月 15 日） 

 

※散髪等の行事は、緊急事態宣言が発令されたため 

当面の間、お休みさせていただきます。 

令和 3 年度 第 2 号 

通算第 82号 

～風の街みやびら～ 

令和 3年 5月 15日 

目  次 
・端午の節句フォトコンテスト 

・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】 

 早い梅雨入りとなりました。広島県は平年より 22 日、昨年

と比べると 26日早いとのこと。これまで最も早い梅雨入り

は、広島県は 1963 年（昭和 38 年）の 5月 8日ごろだそう

です。わたしにとっては、生まれてから最も早い梅雨入りにな

ります。早く入って早く明ければよいなぁと思いますが、そう

いうものでもないようなので、梅雨の期間歴代最長なんてなら

ないことを願うばかりです。       編集委員 杤木一伸 

【歯科衛生士 宮地幸香】 

高齢者の口腔機能の衰え     

 

 

 

オーラルフレイルとは、オーラル【口腔】フレイル

【虚弱】簡単に言うと、お口を介した身体の衰えの

ことです。お口の健康は身体の健康に繋がっていま

す。 

一度悪化してしまっても、口腔ケアやお口の体操を

することで身体の衰えが回復することもあります。

高齢者の方にこそ、口腔ケアを積極的に取り組むこ

とをおすすめします。 

 

 

 

 

風の街みやびらでは、テーマを決め

て、各部署で「これぞ!!」という写真を

撮って競い合う「フォトコンテスト」を

定期的に開催しています。今回のお題

は、「端午の節句」!!こんな時だからこ

そ、利用者さんの元気な様子をご紹介

してみたいと思いました。 

その入賞作品をご覧ください。 

 

 【第 1 位】 
３丁目 「約 90 年ぶりに兜をかぶりました」 

【第 2 位】 
1 丁目 「俺たちの節句」 

【第 3 位】 
さくら 「僕たちの端午の節句」 

（オーラルフレイル）について     

 

 

ささいな口の衰えをあきらめない！ 

毎日の生活でオーラルフレイル予防を！ 

・カラオケしたり本を音読したり 

・歯磨きや義歯の手入れをしっかりと 

・かかりつけの歯科医をもつ 

・噛みごたえのある食品を献立に入れてみる 

新型コロナウイルス感染症の感染状況が深刻であることを踏まえて、国から広島県に対して緊急事態宣

言が発令されました。風の街みやびらでも、入居者の方への面会等について、引き続き自粛をお願いいた

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。 

面会自粛の継続についてのお願い 

【番外編】惜しくも入賞は逃されましたが 

      とっても良い写真だったのでご紹介を 

えがお 「娘たちも端午??」 
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