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 8 月 19 日に夕涼み会を催しました。夕食は普段

より少し豪華に♪お腹がふくれた後は、外に出て夏

の風物詩「花火」を楽しみました。喜んでくださっ

たり、興奮されたり、煙たがったり（笑）…皆さん

三者三様で、今年の夏の納涼となりました。   

（杤木 一伸） 

４丁目 

 

 
 
 
 今夏も緑のカーテンを作るべく、6 月畑で作った朝

顔の苗を、利用者の皆さんと一緒にプランターに土を

入れ植えました。最初はなかなか大きくならず、肥料

を入れたり、朝夕水をやり育てました、皆さんの気持

ちが通じたのか見事にできました。  （谷久 博仁） 

 
 
 

9 月に入り、田んぼの稲穂も良い色になって

きました。今月は、佐々木操子さん(95歳)から、

長生きの秘訣をお聞きしました。 

「物事を深く考えず、1日を 

楽しく過ごす事！」約 80年 

間、茶道に携わり、ほどよい 

緊張感の中で過ごしてこられ、 

現在も、10時と 15時には 

お茶を楽しんでおられます。 

（藤川 千奈美） 

 

 

コロナ禍で制限の多い毎日ですが、5 丁目では利用

者さんと一緒にカレーライスを作りました。野菜の皮

を剥いて切ってもらいました。ホールはカレーの美味

しそうな香りでいっぱい♡ 

愛情いっぱい 

のカレーライ 

スは大好評で 

した。 

（田邉 郁恵） 

 

 

今月から藤田珠美調理師が出向より戻って来まし

た。一言自己紹介です。 

「みやびら調理 藤田珠美です。１年１か月の間、東

城保育所調理へ出向していましたが、９月１日からみ

やびら調理に帰ってきました。 

これから新しい厨房で頑張り 

たいと思います。よろしくお 

願い致します」 

調理従事者が８名となり、こ 

れからも皆様に美味しく、安 

全な食事を提供できるように 

チーム一丸となって努めてい 

きますので、よろしくお願い 

致します。  （松岡 佳春） 

 
 
 9 月に入り、暑い夏が過ぎ、日ごとに秋も深まっ

てまいり、朝晩は非常に過ごしやすくなりました。 

8月 27日に９０歳になられた藤井ツルエさんの 

お誕生会を 1番地で開催しました。かわいいケーキ 

でお祝いし、本人さんとても喜んでおられ、みなさ

んにお礼を言われました。記念写真では、首を傾け     

てポーズをとって下さいまし

た。他の入居者の方もケーキを

食べられ、お祝いを言われ、楽

しい会となりました。 

                  （大場 徹） 

 

２丁目 
 
 

 

こんにちは。朝夕涼しくなり過ごしやすくなりまし

たが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？1丁目は先

月、1番地の小さな可愛らしい向日葵に次いで、今度

は 2番地の背高のっぽの向日葵が、秋になろうかと

いうこの時期に満開で～す♪ 

上を見上げないと花が見えないんで 

す。（笑） 

台風が来る前に 

本部棟の玄関に 

移動して、皆さ 

んをお出迎えし 

ています。 

（前原 優香） 

えがお 

 

  

 3丁目で最高齢の入居者は何歳だと思いますか？ 

9 月 12 日で 105 歳を迎えられました河村桃枝さん

です。にこやかに丁寧な言葉で私たちに話しかけて下

さり、周りへの気遣いをして下さいます。 

これからも笑顔があふれるような温かい時間を一緒に 

過ごしていきま 

しょう。 

めざすはギネス 

記録ですね！ 

（吉井 伸江） 

1丁目 

５丁目 

 

 9月 4日より今年も介護職員初任者研修の講座を開講しました。今年度の受講者は 10 名です。定員40
名に到達などしませんが、意外と集まったという印象です。しかし多くは法人内ですでに仕事している人たちの
ようです。 

厚生労働省の試算によりますと、 

 

 

 

ことになります。明らかに人手不足と認知症等で介護が必要な人は増えていきます。 

 私たちの法人ではもう 20年以上この講座を継続開講しています。おそらく 300から 400 名の介護職員を養
成しています。そのうち約半数は何らかの形で法人の中で現在働いてもらっています。その意味で成果があった
といえるかもしれません。法人の取り組みとして、介護福祉士への道として「介護職員実務者研修」も外部
委託ながら開講しています。こちらも 12名の受講で9月のうちに修了予定です。 

 

３丁目                           

 

 さくらの癒しを紹介します 

ホールの片隅に水槽があり、 

メダカを飼っています。 

利用者さんに汚れた水槽を見て「掃除をせにぁあ」

と言われ、水を交換した時の写真です。 

エサをあげる時には寄ってきてくれるのです。そん

な気がするだけかもしれ

ません。 （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 
 

 庄原市では人口減と高齢者の人数もすでにピーク

を越えていますが、働く人も減少しています。また

障がい者についても3 千人近くの方がなんらかの

障害手帳を保持しています。そのため庄原市をあげ

て人材確保のための協議会があります。各法人が行

政ともに協力しながら職場説明会に参加したり、全

体でパンフレットの作成を行うなど、人材確保につ

ながるよう取り組んでいます。しかしながら日本の

どの地域でも用いられる同じ手法では都市部にはな

かなか勝てないように思います。まず庄原市の良さ

を知ってもらい、四季を体感できる自然と静けさに

囲まれながらも、「安定した生活を送るために少し

仕事しませんか？」程度でお誘いするのがよいので

はないかと思います。 

 初任者研修は午前 9時より開講式でした。少し

緊張気味で始まりました。３ヶ月の講座です。レポ

ートを含め最後まで頑張りましょう。 

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/ 

 
「介護職員初任者研修」今年も開講します。 

2025 年度に必要な介護職員は約 243 万人です。 2019 年度の介護職員数が約 211 万人ですので、

2025 年度には約 32 万人の介護職員が不足する計算になります。さらに 2040 年度には 280 万人の介護

職員が必要と予測され、約 69万人を追加で確保しなくてはならない 



                           

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 
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 前原孝六 毛利元眞 矢吹米子 杉本幹枝 岡田幸枝 金沢満寿子 岩本 剛 宮田正之 佐々木操子 

岩谷英明 広島ガス住設㈱ 宮野志保 河村恵美子 吉田哲子 三町まき江 小田龍弥 迫木智晴 

近藤嘉文 小林 孝 金谷圭子 田邉精太郎 坪田一憲 定木三郎 磯川克子 内藤淳子 井上隆道 

村田元治 家久 治                               （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8月１日～8月31日） 

風の宅急便 
 

 

風の街みやびら行事予定（9 月 16 日～10 月 15 日） 

・9 月 21 日 ピースカット（散髪） 

・9 月 27 日 長田美容室 （散髪） 

令和 3 年度 第 6 号 

通算第 86号 

～風の街みやびら～ 

令和 3年 9月 15日 

目  次 
・祝敬老の日（今年 100 歳の入居者さんをご紹介） 
・介護職員初任者研修開講 

・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】 
 みなさんご存知の通り、日本は長らく世界で一番の
長寿国です。WHO の発表によると、平均寿命が最も
長い国は日本で 84.2 歳。2 位はスイスで 83.3 歳。3
位がスペインだそうです。ランキング上位はヨーロッ
パが多いとのこと。その中で日本が 1 位はすごいです
ね♪ 

編集委員 杤木一伸 

 

【中原 弘子 看護師】 

 

 

９月２０日は敬老の日ですね。 
風の街みやびらでも、今年 100 歳を迎えられる入居者さんが３名
いらっしゃいます。 
紀寿、誠におめでとうございます。お体に気を付けて、いつまで

も元気で長生きしてください。 

 

  

 

 介護職員初任者研修は、介護職として働く上で基本と

なる知識・技術を習得する研修です。この資格を持つこ

とで、介護職としてのキャリアがスタートします。 

          みなさん、頑張ってください!! 

 

 

 

  

＜コロナ禍でマスクが重要な４つの理由＞ 
①自分がコロナウイルスに感染するリスクを下げる 
②無意識に手で鼻や口を触るのを防ぎ、ウイルスへの接触感染を防ぐ 
③気道の感染を防いで自分の粘膜を守ることにより感染リスクを減らす 
④コロナウイルスに感染していた場合、飛沫によって他人に感染させるのを防ぐ 

★9 月、食欲の秋、よく噛んで食べていますか？ 
噛むことは健康に良いのはもちろんですが 
「耳垢がたまりにくい」という意外な効果もあります 

＊溜まると固まってふさがってしまい聞こえにくくなることがありますよね。 
噛むことで顎関節が動き耳垢が外へ外へと押し出されています。 

『耳垢』は、はがれた皮膚と皮脂腺からの分泌物、ほこりなどが混ざったもので、 
皮脂が適度な潤いをあたえ、皮膚の保護、虫の侵入・雑菌から耳を守っています。 
 掃除は入口から１㎝程度の所をすれば十分、月に１度がベストなタイミング。 

★加齢や病気などによって物を飲み込む力（嚥下機能）が衰えて誤嚥性肺炎を起こ

します。この物を飲み込む力を回復させるために鍛える筋肉、それが【舌骨上筋群】

という筋肉です。この筋肉は口を開けたり飲み込んだりするときに働きます。これ

を鍛えて嚥下機能の維持・低下予防をしましょう。 

【1 日 10 秒！口開けトレーニング】①食べ物が飲み込みづらくなった②食事中にむ

せるようになった、このような悩みのあるかたが対象です（口を開けることで強い

痛みが出た場合は速やかにやめてください） 

【三河 ミチエ様】 

  

【宮 タネコ様】 【柳生 芳子様】 
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