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新型コロナワクチン接種が施設でも始まり、その効果が世界規模で期待されるところです。
「新しい

６月に入り、今年はいつもより早い梅雨入りと

生活様式」と聞こえは良いのですが、かなりな制限下での日常生活は仕事にも大きな影を落とす結果と

なりました。２丁目では 6 月７日に誕生日会を開催

なりました。ほとんどのイベントがなくなり、研修や会議も集まることがなく、私個人としても大阪よ

しました。５月と６月の誕生日の方３人を中心に

り東へ 1 年半以上行くことがありませんし、広島さえ行きません。ほぼオンラインでの会議と研修で

楽しい会を行いました。５月２３日誕生日の吉原さ

出て四葉が伸び、ひまわりの花が咲くのが楽しみ

すが、急激な変化ですのでこの流れについて行けない事業所もあるのではないかと思います。法人内で

んは、大変喜ばれ、ケーキを美味しいと食べられま

も定例の管理職の会議や研修、職種間の会議はパソコン等を使ったオンライン会議が主流となりつつあ

です。見事咲いたとき、またお知らせしますね‼

した。また来年も元気で

ります。やってみるとわかりますが伝えることはできますが、やりとりに工夫が必要です。参加の確認

ケーキをいただかんとい

が必要な研修では、1 人 1 台ずつからのアクセスが不可欠です。生活する場所に関係なく許可さえあれ

けまあと言われ、健康に

ばだれでもどこでも参加できる可能性が生まれました。

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃、暑い日も続
いています。1 丁目 1 番地では、利用者さん一
人ひとりの、ひまわりの種を植えました。双葉が

（前原 優香）

気をつけて次の誕生日を

先頃 G7 サミット（主要 7 か国首脳会議）が直接顔を逢わせる形で 2 年ぶりに開かれました。6

心待ちにしておられまし

月 11 日午後、日本時間の 11 日夜、イギリス南西部のコーンウォールで開幕し、各国の首脳は議長国イ

た。

（大場 徹）

ギリスのジョンソン首相夫妻の出迎えを受けたあと、最初の議論に臨みました。新型コロナウイルスの
感染拡大からの復興をテーマに集中的に意見を交わしたという報道です。これまでオンラインでの首脳
会議はありましたが、あえて一カ所に集まることで先進国の結束ぶりを見せています。
この姿勢に仏教の「面授（めんじゅ）」

４丁目

３丁目
木々の緑の深みも増し夏めいてきました。

さくら

「てるてる坊主」日本では江戸中期には既にかざ

という言葉を思い出します。師匠が弟子に対
面して直に正しい教えを伝授・口授すること

利用者さんのお宅に送迎に行った際、とても綺

です。真の正しい教えというものは、人と人

3 丁目では 6 月 7 日に和菓子を食べて頂こうと練り切

られていた風習だそうです。梅雨が早く明けますよ

麗な花が目に留まり、写真に収めました。

りを手作りしました。皆さん「美味しい」と笑顔を見せ

うにと飾ってみると、入居者のみなさんも「おっ!!そ

が向き合って表情や身振り手振りを加え、肉

よく見てみると「ん？何か中に文字が書いてあ

て下さいました。コロナ禍で出来る事も限られますが、

りゃあ、てるてる坊主じゃ」と、子どもの頃を思い

声で口から唾を飛ばすような口調で語る中で

る？」近づいて観察

職員一同工夫し

出してか、興味を示してくださいました。そして梅

のみ伝わるという教えです。

するとなんと、模様

ながら皆さんの

雨明けの祈願??もしてくだり、その

でした。花の名前は

コロナ禍です。新しい生活様式では出向い

笑顔に繋がる様

お陰か、晴れ間が

「ジギタリス」とい

て直接逢うことに大きな価値と意味合いが出

多い梅雨になって

う花で、和名は「狐

てきました。早く入居されている方への自由

います。
（笑）

の手袋」だそうです。

な面会ができる日が来ることを祈ります。

にサポートさせ
て頂きます。

（杤木 一伸）

（吉井 伸江）

見た目も名前も可愛
い花でした。
（中村 靖）

５丁目

えがお

６丁目

5 丁目 1 番地では、ご利用の皆さんに、わたしたち職

居宅です。今回はわが家（グループホーム）から仕事

ヘルパーステーションありす

この度、音楽療法を初のリモートで行いました。案

員の顔と名前をしっかり覚えていただこうということで、

に来られている方の紹介をします。作業内容はゴミ出

内すると、「リモート？？？」機材をセッティングす

職員メンバー表を新たに作りました。周りの飾り付けも季

し、洗車、車内清掃、環境整備など様々な仕事をされて

ると固唾をのみ画面に釘付けで待っておられます。始

います。ゴミ出しは日によって内堀や帝釈など広範囲に

まり画面の向こうからの挨拶にも「・・・」。それで

行かれます。写真はフェンスに絡まった雑草のつる草を

も時間が経ち慣れてこられ、楽しい時間を過ごされま

とっておられるところです。

した。

節に合わせて、今月は「雨傘」と「てるてる坊主」でしつ
らえています。玄関を入ってすぐ♪の場所でお出迎えして
います♪

（田邉 郁恵）

（川上 俊夫）

作業

作業

前

後

（谷久 博仁）

夏も近づき、夏野菜の美味しい季節がやって
きますね。訪問先のお宅では、室内でミニトマト
を栽培されている利用者さんがいらっしゃいま
す。訪問の度にトマトの成長も見させて頂き、利
用者さんのお元気な姿に、私たちも元気を頂い
ています。可愛いトマトが生るのが楽しみです。
（藤川 千奈美）

風の宅急便

６月９日（水）午前１０時に、広島県全域に食中毒警報が発令されました！

令和 3 年度

第3号

通算第 83 号

～風の街みやびら～
令和 3 年 6 月 15 日

食中毒とは？
食中毒は有害な微生物や化学物質を含む
飲食物を食べた結果生じる健康障害のこ
とを指します。多くは、急性の胃腸障害
（嘔吐、腹痛、下痢などの症状）を起こ
します。

施設嘱託医の三上クリ
ニック

三上昌之Ｄｒに

より新型コロナウイルス
ワクチン接種が開始され
ました。今月から来月に
かけて、入居者さん全員
の 2 回目まで接種を予定

食中毒予防の 3 原則

しています。

「介護職員実務者研修」開講
平成 28 年度の介護福祉士
国家試験から、実務者研修の
修了が義務化されました。こ

食品に菌をつけないよう
清潔を心掛けましょう。
（清掃・手洗い）

食品についた
菌が増えないよう
迅速な調理・提供と
冷却をしましょう。

の度、風の街みやびらでも(株)

食品は中心部まで
しっかり加熱しましょう。

ジェックスケアカレッジさん
に研修を依頼して始まりまし
た。当法人内の介護福祉士を
目指す 12 名の方が、約３ヶ

【管理栄養士

村上怜子】

月かけて勉強されます。皆さ
ん頑張ってください！！

善意のご紹介
山田洋子
金谷圭子

（令和3年5月１日～5月31日）

宮脇利文 毛利澄人 木邑和弘
藤本眞壽夫 小田惠子

逸見睦則

麦平洋一
（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。

面会自粛の継続についてのお願い
新型コロナウイルス感染症の感染状況は危機的状況であり、対策を緩められる状況にはないことから、国から広島
県に対して緊急事態宣言が延長されました。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。

【編集後記】
東京オリンピックの開催が、いよいよ来月となりました。約
2 年前の 2019 年 8 月は、チケットの抽選申し込みが始まっ
た月でした。わたしも、チケット獲得のため、スマホを必死に
操作していたのを覚えています。抽選結果は、はずれていまし
たが、もし当たっていたらと考えたら、残念だけど払い戻して
いるだろうなと妄想してみた今日この頃です。
編集委員 杤木一伸

※ 追伸

4 月 5 日 以降の「面会自粛」では、ご迷惑をおかけしています。
「窓越し面会」をお薦めしています。希望される方はご利用ください。

風の街みやびら行事予定（6 月 16 日～7 月 15 日）
6月

4日

1・2 丁目入居者様コロナワクチン（1 回目）接種日（実施済み）

6 月 16 日

3・4 丁目入居者様コロナワクチン接種日（1 回目）

6 月 25 日

1・2 丁目入居者様コロナワクチン接種日（2 回目）

7月

3・4 丁目入居者様コロナワクチン接種日（2 回目）

7日

現在、施設の特徴を生かした
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