風の街みやびら 施設長

施設長コラム

２丁目

1 丁目
雨や暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでし
ょうか？1 丁目の 6 月広報誌で、
「ひまわり」を植え
たのを覚えておられますか？その「ひまわり」が 1
本、咲いてくれました。大きな花ではなく、小さな

8 月に入り、ひときわ厳しい日差しが照りつけて
おり、体調管理が難しい日が続いています。お盆に
ご先祖様の霊をお迎えする迎え火を行いました。
一般的には盆提灯を飾って送り火・迎え火の代わり
としています。今回は迎え火を

可愛らしい「ひまわり」です。

焚いてお迎えしました。

植えられた瀬尾さんも「かわ

「この火を目印に、帰ってきて

いいのが咲いたね」とニッコ

下さい」と呼びかけました。

リです。

ご先祖様もきっと無事に帰って

（前原 優香）

来られたはずです。きっと喜ん
で下さいました。
（大場 徹）

４丁目

３丁目
うだるような暑さが続いています。面会制限解除中、

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/
風の街みやびら 施設長 高原淳尚

ブログ http://miyabira.biog.fc2.com/
「オリンピック後の私たちにのしかかる重い負担」

また今年もお盆を迎えます。酷暑に大雨、コロナ感染の再拡大・・・と苦難の続く日本列島です。人口
1，400 万人の東京都の感染者 4 千人以上は、人口 14 億のインドにおける感染者 40 万人に匹敵するとい
う指摘があり、いままでにない広がりです。どうもご先祖様だけでなく帰省客の少ないお盆になりそうで
す。
さて、すでに文書でお知らせしていますが、オリンピックに浮かれている間に、
「介護保険施設における
食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額」の変更が 8 月よりありました。これは毎年ご利用者の収
入状況を確認しながら負担額の軽減が決定されます。このたび収入の少ない方への補足給付の要件が大きく
変わりました。年金収入は 80 万円・120 万円と分類がありますが、預貯金額についても単身で 1，000 万
円、夫婦で 2，000 万円という基準が存在します。8 月以降、単身 650 万円・夫婦 1，650 万円、550 万
円・1，550 万円、500 万円・、1，500 万円と 3 種に分かれます。また食費についても第３段階の１日
￥650 の方が年金収入額で￥650 と￥1，360 になります。これは 1 ヶ月で￥20，000 以上の値上げにな
ります。風の街みやびらでは平均 9 万円あまりの利用料であるだけに大きな変更となります。なおショート
ステイにおいてさらに負担が増えています。「高額介護サービス費」についても課税所得額により 2 ランク
新設され、上限が引き上げられました。

さくら

ただいま「生け花」が大流行しています。という

とても暑い日が続くため、さくらでは 15 時の

３丁目では久しぶりに音楽療法士による音楽療法が行

のも、入居者さんが毎日を暇に過ごさないようにと、

おやつに「かき氷」を作りました。

われました。ピアノの伴奏に合わせ「二人は若い・我は

ご家族からお花の差し入れが届くのです。おかげさ

体操やレクの後に食べる冷た

海の子・東京音頭」等の懐かしい曲を唄いました。歌が

まで、入居者さんも、活けるひと時を楽しまれ、私

い「かき氷」は、身体に滲み

始まると皆さん大きな声で唄われていました。楽しく

たち職員も、その活けた花を眺めて楽しませてもら

る美味しさでした。

笑顔が多く溢れる

っています。（笑）

（杤木 一伸）

利用者さんの熱中症に気をつ

素敵なひと時を過

けて、水分補給もどんどん勧

ごせました。

めていきます。 （中村

靖）

（吉井 伸江）

予想として今後、保険料・税金・実費負担額等減
額より、増額傾向です。いつかの政府幹部 A 氏の
「老後の蓄え 2，000 万円！」は現実的になりつつ
あります。

５丁目

えがお

６丁目

溶けるような暑い日には、夏の冷たい風物詩
「かき氷」が食べたくなりますよね♪5 丁目では
利用者さんと一緒に、かき氷器を使って氷を削り
いろんなトッピングをして、楽しく涼しい時間を
楽しみました。「これで、残りの暑い日を乗り切
れそう」と喜んでくださいました。

高原淳尚

（田邉 郁恵）

居宅です。介護支援専門員（ケアマネジャー）には５
年の有効期間があります。資格更新のためには更新研
修の受講が義務づけられています。感染症予防のため
今年度からオンラインでの研修に
なりました。今年度の更新研修に
東寿園居宅から４名が参加してい
ます。スマホやパソコンを使用し
て決められた動画を見ます。見る
ばかりでなくオンラインでのグル
ープワークなどもあります。
（川上

俊夫）

利用者様から「今年もお盆が来るね、準備で『なな
かび』せんとねと言われ、
「？」。
『ななかび』とは、旧
暦の七夕の日で、この日からお盆の準備を始めていた
そうです。先祖を迎え入れる棚やお供えを乗せる祭壇
を作り神様が宿るための旗やのぼりを立て、帰ってき
た先祖・神様に農作業
の無事・生活の安泰を
祈ったとされています。
現在は新暦 8 月 7 日で
す。指導を受け作りま
した。玄関に飾ってい
ます。 （谷久 博仁）

ヘルパーステーションありす
８月になりました。暑さに負けず、元気いっぱ
い訪問させて頂いています。さて、今回は可愛い
メダカたちを紹介します。7 月から卵を産み、た
くさんのメダカが生まれました！すくすく育っ
ています。飼育されたいと
思われる方は、是非ヘルパ
ーステーションありすへ声
をかけて下さい♪
（藤川 千奈美）
・親と子の写真です⇒

風の宅急便

脱水症に気をつけましょう!!
脱水症とは体内の体液が不足した状態のことを言います。体液は単純に水だけでなく、ミネラルと水分で構成をされ
ています。この体液は人の身体を維持するために非常に重要です。その割合は成人で 60％、高齢者で 50％、乳幼児
など子供で 70％ほどとなっています。

令和 3 年度

通算第 85 号

～風の街みやびら～
令和 3 年 8 月 15 日

風の街みやびら 6 丁目「Cafe

Cafe

第5号

さんが」

OPEN しています!!
営業日は、

OPEN!!

火曜～金曜日

営業時間は、11：30～15：30 です。
来所された時のちょっとした休憩など、
ぜひ気軽にお立ち寄りください♪
※お食事は、ご予約をお願いします。
08477-2-3745（代表）

【Café さんが外観・入口】

【ほろかカード使えます!】

【ほろかでお支払い】

【Café スタッフの田森さん】

【柳生 達子 看護師】

善意のご紹介

（令和3年7月１日～7月31日）

【店内・感染症対策しています】

森末一成 (有)オキノミート 沖野麻友子 河村春子
後藤勝昭 佐々木印刷㈱ 三石晴夫 金谷圭子 小林

高柴富子 西村和正 瀬尾信子 杉
孝 横山義明 ㈱シオデ 山下邦江

和子 藤尾千鶴子
諸隈たまみ

上

佐藤隆文

土橋一人

和子 前原峯美 宮崎節子

宮本春夫

林 千鶴

逸見睦則

越智タンス店

㈱中電工三次営業所所長 加村満幸 後藤由紀子 明光自動車工業㈱ (有)ソネ事務機 羽場克志
杉 ひろ枝 (有)マエダオート 村田元治 児玉安生 藤原正子 武川広子
（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。
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。

【日替わりランチ】

【メニュー看板】

【編集後記】
2020 東京オリンピック閉幕しました。賛否両論ありました
が、私はテレビの前でしっかり一喜一憂していました。
一方で、新型コロナの感染は「第 5 波」となり、全国に広がって
います。そして、今月 24 日からはパラリンピックが始まりま
す。感染の拡大が、どうしても気になってしまいますが、大会が
始まれば、またテレビの前での応援が始まります。
編集委員 杤木一伸

【消防への通報】

7 月 31 日に火災を想定した防災避難
訓練を行いました。暑い中での実施でし
たが、入居者さんの避難誘導・職員の迅
速な初期消火の訓練が滞りなく実施で
きました。

風の街みやびら行事予定（8 月 16 日～9 月 15 日）

・8 月 17 日

ピースカット（散髪）

【避難訓練講評】

初期消火
目

次

・Café「さんが」オープンのお知らせ
・防災訓練の様子
・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

