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6 月 1 日に誕生日を迎えられた末田博子さん。

101 歳になられました。みんなで誕生日会をしてお

祝いしました。長寿のお祝いは、節目節目で祝いま

すが（喜寿や米寿など）、100 歳以降は毎年のお祝

いだそうです。また来年も、みんなでお祝いをしま

しょうね♪ 

（杤木 一伸） 

４丁目 

 

 

えがおでは 7 月の七夕に向け 

て、6 月より仙台七夕をイメー 

ジして制作してきました。各パ 

ーツ毎にグループ分けし、吊る 

す位置、高さなど皆で決め、組 

み立て吊るし終わると、思わず 

皆さん拍手が出ました。大変で 

したが挑戦して良かったです。 

（谷久 博仁） 

 

今月は、長寿の利用者さまを紹介したいと思

います。田邊金代さん 106 歳の方です。息子さ

んご夫婦と暮らしておられます。とても笑顔の

素敵な方で、私たちヘルパーを優しく迎えて下

さいます。体に気を付けてお過ごしください♪ 

（藤川 千奈美） 

 

 

 7 月 7 日の七夕に、タコ焼き器を型にゼリーを作り

ました。利用者さんに、あんこを丸めてもらったり、フ

ルーツをカットしてもらいました。久しぶりに自分で

作ったお菓子は、普段より美味しく、みなさん喜んでく

ださっていました。          （田邉 郁恵） 

 

 

 皆さんは７月７日に素麺を食べましたか。七夕の日に素麺を食

べるには理由があります。古代中国の時代帝の子供が７月７日に

熱病で亡くなられたそうです。その子供が霊鬼神になって熱病を

流行らせました。そこで、その子の好物だった「索餅（さくべい）

…縄のように編み上げた小麦粉のお菓子」をお供えしたところ、

その熱病がおさまった、という伝説があります。索餅が日本に伝

えられた後同じ小麦粉で作られた素麺が食べられるようになり、

「７月７日に素麺を食べると１年間無病息災で過ごせる」という

言い伝えになりました。皆さ 

ん毎年７月７日には素麺を食 

べ、無病息災を願い１年間元 

気に過ごしましょう。写真は、 

７月７日の昼食に施設で出し 

た七夕メニューです★ 

（松岡 佳春） 

 
 

7 月に入り、梅雨入りの頃はあまり雨が降らなか

ったですが、月が替わると梅雨らしく蒸し暑く雨の 

日も増えてきました。２丁目では、七夕にむけて 

短冊作りと飾りつけをしました。書くのが難しい人 

には、職員が願いを聞いて書かせて頂きました。 

墓参りや家に帰りたい、身体の痛いところが治り 

             ますようにとそれぞれ 

             にお祈りされていまし 

             た。コロナが早く収束 

             して日常が戻ります様

にお願いしました。 

（大場 徹） 

２丁目  

 

梅雨明けのニュースも聞かれるようになりましたが

皆さんいかがお過ごしでしょうか？今月は１丁目の働

き者なお母さんをご紹介します。「橋本サカエ」さん

で１ヶ月でこんなに新聞折りをしてくださり、ゴミを

包んだりするのに使用して、とても助かっています。   

いつも「何か仕事はないで

か？」と言って洗濯物も畳

んでくださったり、働き者 

の橋本さんです。これから

も頼りにしてますよ！ 

（前原 優香） 

えがお 

 

  

青空の眩しい夏がやってきました。3 丁目では 7 月

5 日に職員が講師を務める華道教室がありました。 

黄色のカラー、ネギ坊主、アガパンサスなどを入居者

さんが思い思いに生けられました。梅雨時期でじめじ

めした気候です 

が、爽やかな癒 

しの時間が持て 

ました。 

（吉井 伸江） 

1丁目 

５丁目 

 今年も7月 6日を迎えました。この日は社会福祉法人東城有栖会の法人創立記念日です。昭和47年に社会

福祉法人の認可が下りましたが、翌年の養護老人ホーム東寿園の開所日を創立記念日と定めました。毎年

集合して理事長の挨拶のあと、勤続10年の職員の表彰を行います。49回目の今年は13名の表彰がありま

した。残念ながらコロナ禍で昨年に続き集合することができず、理事長のコメントと表彰者の紹介で終わりまし

た。一言で「10年」と言ってもだれしも「10年を意識して」仕事を始める人は少ないと思います。いつしか

日々の努力を積み重ねて10年を迎えます。それだけにここまでお疲れ様です。さらなるご活躍を期待します。

ちなみに「20年表彰」は設定されていません。 

さて、2018年 7月 6日の創立記念日は忘れることができません。大雨で地元でも災害がありました。その

ため創立記念祭のイベントは急遽中止となりました。目の前の成羽川（東城川）の水位が気になり、雨雲レ

ーダーを見ながら施設に泊まりました。結果東城の市街地は水に浸かりかつてない水害になりました。昨年と今

年はコロナ感染のため中止です。いつまでたっても自由にはなれない私たちです。記憶の中にある子どもの頃か

らの7月 7日七夕は晴れたことがないように思います。もちろん梅雨の最後ですので雨天が多いのは普通かもし

れませんね。 

シルトピア油木から開所 30周年記念の品物が届きました。シルトピア油木は平成 3年 5月に開所しま

した。いつしか 30年です。記念品は記念誌でなく QRコードで動画を読み込める形です。これまでの歩みを写 

３丁目 
 

 

 さくらでは庭に植えている 

きゅうりの収穫をしました。 

毎日大きなきゅうりが実って 

「今日もできとるよ。 

はよう、採らにゃ！」 

 

と日々の話題となっています。 

15 時のおやつには採って 

冷やしたきゅうりを食べ、 

味も楽しんでおります。 

（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 
 

真中心に音楽をバックに編集されています。長さも

ほどほどで良いですね。ちなみに私も写真に登場し

ていました。記念品は就労 Bの福祉作業所きらぽっ

かと神石高原よつば工房の合作「しいたけ入りの
野草茶」です。会議の際、味わってみました。地元

の野山の味がします。 

 

 

 

思い起こせば 10周年は冊子を２冊作り１冊は中

央法規出版から出版しました。２０周年は写真を中

心にパンフレットを編集し、記念講演を持ちまし

た。イベントのあり方も進化しています。さて法人

創立 50周年はどうしたものでしょうか。はたして

イベントができる状況になっているのでしょうか。

それにしても分厚い冊子などは不要と思いますが… 

６丁目  

風の街みやびら 施設長 高原淳尚 
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「49回目の法人創立記念日」 

シルトピア油木 
30周年記念動画（約4分） 



                           

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/ 

 

 

 

   

  

 

    

  

    

   

    

   

 

 

   

 

      

 

 

 

 

  

   

  

    

 

   

 

 

 

     

       

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

金本健一 柳生宗信 石田正木 松浦治夫 後藤由紀子 松浦ヒサ子 

金本由美 野口高徳 マエダオート㈲ 松原圭一・純子 市川美和子 

アイセル㈱広島工場                  （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6月１日～6月30日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定（7 月 16 日～8 月 15 日） 

 

・7 月 30 日 入居者さん健康診断日 

令和 3 年度 第 4 号 

通算第 84号 

～風の街みやびら～ 

令和 3年 7月 15日 

目  次 
・風の街みやびら「環境美化・整備活動」の様子 
・風の街みやびら「勤続年数 10年表彰者」紹介 

・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】 

 風の街みやびらの入居者さん、そして職員も、コロナウイル

スワクチン接種 2 回目が終了しました。若いほど副反応が…と

聞いていましたので、わたしも覚悟をしていました。…が、腕

の痛み以外は目立った副反応はありませんでした。ないに越し

たことはないのでしょうが、なかったらないで少し複雑な気持

ちになったワクチン接種でした。 

                   編集委員 杤木一伸 

 

 

 

 

熱中症は予防が大事！ 
「3 密」を避けながら、 
十分な対策をとりましょう 風の街みやびらでは、毎月「環境美化活動」と

して周辺地域のごみ拾いを行っています。開所と

同時に始めて、今年でもう 7 年になります。当

初は、空き缶やタバコの吸い殻など、たくさんの

ごみが落ちていましたが、今では物足りないくら

いすっかり少なくなっています。 

  

 

 
 

 

 職員の皆さんも頑

張っています。6 月

22 日には、施設に

ヘビが侵入してこな

いように忌避剤の散

布を行いました。 

 

 施設敷地では、施設長も大忙しです。

現在、建物の壁や屋根を高圧洗浄機で清

掃活動中。タイミングが合えば屋根の上

の施設長を見れるかもしれません♪ 

 
 10年の長きにわたり東城有栖会に勤められ、現在、風の街

みやびらに勤務されている 4名の方が表彰されました。ここ

にご紹介させていただきます。おめでとうございます!! 

【滝口 誠三専門員】 【谷口 晶子歯科衛生士】 【久岡 公子看護師】 【増原 美苗介護福祉士】 

【久岡 公子看護師】 

熱中症は命にかかわる病気ですが、予防法を知っていれば防ぐことができます。熱中症を防ぐためには、「暑さを避

ける」「こまめな水分補給」「暑さに備えた体作り」が大切です。一方で、新型コロナウイルスの感染を防ぐために、「身

体的距離の確保」、「マスクの着用」、「3密（密集、密接、密閉）を避ける」といった「新たな生活様式」を実践するこ

とも求められています。新たな生活様式の中で、熱中症を予防するために、次のようなことに気をつけましょう。 

 
 

（1）暑さを避けましょう 
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって喚起を確保しつつ、エアコン
の温度設定をこまめに調整しましょう。 
・外出時は暑い日や暑い時間帯を避け、無理のない範囲で活動を。 

・涼しい服装を心がけ、外に出る際は日傘や帽子を活用しましょう。 
・少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所に移動し、水分を補給する。 

（3）こまめに水分を補給しましょう 
・のどが渇く前に、こまめに水分を補給する（目安は 1 日あたり 1.2 リット
ル）。 
・たくさん汗をかいたときは、スポーツドリンクや塩あめなどで水分とともに
塩分も補給。  

（2）適宜マスクをはずしましょう 
・気温・湿度の高い中でマスクをすると熱中症のリスクが高くなるため注意
が必要です。 
・屋外で人と十分な距離（2m 以上）が確保できる場合は、マスクをはずし
ましょう。 
・マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人

との距離を十分にとったうえで、適宜マスクをはずして休憩を。 

mailto:miyabira@alice.or.jp
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