◇◆◇ご寄付ありがとうございます。◇◆◇
ご寄付いただきました皆様、ありがとうございます。（順不同）

住み慣れた地域でその人がその人らしく生きられる共生社会を一緒に作ります

・神谷智子 様

・川瀬悠嗣 様

・佐伯新一 様

・清水成子 様

・鈴木候子（鈴木和貴）様

・竹内美智子 様

・柘植碩彦 様

・野端牧雄 様

・高橋義廣（高橋スミエ）様

・原田とき子 様

・長谷川アサノ 様

・深谷幸子 様

・深谷可久（吉田直美）様

・三浦幸枝 様

・三浦清 様

・村越嶋雄 様

・石川澄男 様

・森川正樹 様

・村松ふさ子様

・未来経営 様

・石川照子 様

ふ れあ い

第

81 号

新型コロナウイルス感染症、マスク着用・手洗い消毒が日常のこととなっている新しい生活習慣も、普通のこと
となりつつあります。 人前でマスクを着けていない自分に気が付いてマスクを取りに帰る、ウイルスをもらってしま

上記の皆様以外にも、当センタースタッフ、事業所からも色々な面でご寄付いただきました。ありがとうございます。

◇◆◇近状報告◇◆◇
・デンソーIT ソリューションズ様から防災備蓄品（水、アルファ米、パンの缶詰）をいただきました。

合ごう

うこともさることながら、人にうつすことの無いようにとの配慮が求められ、また毎日報じられる感染者数の多さに、
号
早くワクチンが開発され、治療薬ができてほしいと思っています。
梅雨末期の長雨、豪雨が上がり、ほっとしたのもつかの間、

デイサービスおひさま・ふるさと用に一部を残し、残りは当施設として協力している子ども食堂
【ほっとライス】他、そのお仲間の子ども食堂に配布させていただきました。

連日の体温を超える気温の中で、マスク・フェイスシールドなど

また、ご利用者様ご家族や ボラみみ、様々な企業様から手作りマスクのご寄付いただき

身を守るためのツールが必要な状況でのお仕事を、毎日こなしてくださっている皆さんにお礼を申し上げます。

スタッフ一同重宝して使わせていただいています。
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う学校休校の影響を受けるスタッフのために、お母さんが当センターでお仕事をしている間、2 階の

ご利用者の皆様におかれましては新型ウイルスだけでなく、熱中症という今の時期、気を付けなくてはいけない

事務所の隣の会議室で子どもさんをお預かりしています。

症状もあります。もし体調不良をお感じになった時には、速やかにその旨をスタッフまでお知らせいただきますよう

コロナの影響が出てきた 3 月から継続して育児支援を行っています。

お願いいたします。

皆で宿題をしたり、近くの公園で鬼ごっこや缶ぽっくり

さて、コロナ禍の影響で西三河在宅介護センターも少なからぬ影響を受けつつあります。外に出ることをお控え

ブランコなどで楽しく時間を過ごしています。

になられるご利用者の増加により、おひさまのご利用者の減など、この状態が今後も続くようであれば組織運営そ

◇◆◇部門管理者からひと言◇◆◇
居宅支援部門

のものが厳しい状態になります。

8 月よりケアマネジャーが 1 人退職し、3 人体制となりましたのでよろしくお願いします。

新型コロナウイルス・熱中症で外出もなかなかできませんが、体調に気をつけて生活しましょう。
介護に関するご相談があるときには遠慮なくご連絡ください。

できる範囲での合理化、経費の削減に努めてもらってはいますが、ご提供しているサービスの質を落とすわけに
は参りません。従来通りの、否それ以上のサービスを提供しつつ、より一層の合理化に努めながらも、ご利用者を
はじめ ご家族・関係者の満足度を上げていかなければなりません。

訪問部門 長い梅雨が終わってからの猛暑、皆さま体調は大丈夫でしょうか？利用者さんからの「暑い中大変だね、いつもありがとうね」
の声に、私たちヘルパーも毎日頑張ってます！コロナウイルスも終息せず、不安を感じている人も多いと思います。早く以前の日常に戻る
ことを願っています。

昨年度、組織運営・施設環境整備のために多額のご寄付を頂きました。今年度も今までに 100 万円以上のご寄
付を頂いております。勝手なお願いではありますが、これからも皆様からのご寄付・ご支援をお願いします。
まだまだ暑さの続く毎日、皆様にはお体には十分お気を付けいただき、食欲の秋に備えて体調を整えていただきた

おひさま 愛知県で新型コロナウイルスが増えつつありますが、コロナウイルス対策（手洗い・うがい

いと思います。

換気・消毒）や熱中症対策をしながら利用者様に楽しんでいただけるように頑張っています。

最後になりましたが、先の社員総会をもって監事の高野清さんが退任され、その後任として認定特定非営利活動

今後も対策をしながら利用者様には楽しく過ごしていただきたいと思います。

法人パンドラの会の前代表 岡部扶美子さんが就任されました。NPO について、また福祉についても ご経験、人
ふる里

長かった梅雨が明けると厳しい暑さの夏がやってきました。利用者の皆さん、スタッフ皆が体調を

崩すことなく楽しみを持ちながら、元気に秋を迎えられるように過ごしていきたいと思います。

脈の豊富な方です。いろいろな面でのご指導、ご支援をお願いしております。
まだまだ暑さの続く毎日、皆様には
お体には十分お気を付けいただき

特定非営利活動法人

〒448-0821 刈谷市御幸町 3-78

西三河在宅介護センター（代表）…… 電 話：0566-28-0500

ＦＡＸ：0566-28-0542

E-mail：kzkaigo@nishimikawa.or.jp
デイサービス おひさま…電話 0566-28-0563
訪 問 部 門

…電話 0566-78-0587

ふ る さ と …電話 0566-78-0284
居 宅 部 門…電話 0566-68-8600

食欲の秋に備えて、体調を整えてい
ただきたいと思います。
竹上富彦

デイサービスおひさま

デイサービスふる里
ご寄付のお願い

☆ふる里の様子☆

★おひさまだより★

西三河在宅介護センターは、『住み慣れた地域で、その人がその人らしく生きられる共生社会を一緒に作ります。』

6 月に入っても、まだまだコロナウイルスの感染拡大
もあり、自粛の中で、ボランティアの方々の来所の
中止が相次ぎました。
おひさまのレクリエーションでは、
お手玉を使ったゲームや昔懐か
しい歌謡曲を唄ったり、映像など
を楽しみました。
7 月に入ると、少しずつボランティアの方々が来て
くださり、マジックやカラオケなど皆さまで観賞した
り、一緒に参加して楽しいひと時を過ごすことができ
ました。
8 月 3 日～7 日まで恒例の夏祭りを行いましたが、
今年は感染症対策もあり、3 密などを避けるため
金魚すくいなど夏祭りの行事は控えました。
夏のスイーツ祭り！（かき氷や
あんみつなど）を企画し、利用者
さんに食べていただく食事イベン
トを開催しました。
スタッフが本格的なかき氷機を使
い、シャリシャリと氷の削った音を
聞きながら、ふわっふわのかき氷
を皆で美味しく食べました！
「久しぶりにかき氷を食べた♪」「冷たくて、美味しい
～！また来年もやってね！」ととても喜んでいただき
ました。来年の夏がまた楽しみです。
おひさまでは、コロナ対策でアルコール消毒・手洗
い・うがいを継続的におこなっています。ご家庭でも
気をつけて、こまめに手洗い、うがいを心掛けてくだ
さい。残暑厳しい日が続いていますので、水分補給
をしっかりとおこないましょう。

新 人 紹 介

との理念のもと、1999 年 12 月から活動を始め、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、保険外サービス、認知症対応
型通所介護の各事業に取り組み、今年で 20 年を経過しました。
事業に必要な資金は主に介護保険からの収入を充てていますが、これからの活動を充実・推進するためには、
従来にも増して、多くの皆様からのご支援・ご協力が必要でございます。
皆様からいただく寄付金につきましては、日々の運営資金として使わせていただく
予定でございます。本法人の活動にご理解・ご賛同をいただき、是非ご寄付をお寄
コロナの第 2 波といわれている中、皆さんお元気に
きていただけています。夏になるにつれ、コロナ対策と
夏日・猛暑日の熱中症対策を
とらなくてはいけない不自由な
日が続いています。

通所部門

加藤美千代

寄付お申し込みの場合は、お手数おかけしますが、ご一報いただけると幸いです。
どうぞ今後ともよろしくお願いします。

カフェふるさと

高齢の方は、排尿の事を気にされて、水分を控えめに

毎月第 1 日曜日 10：00～13：00 開催してます！

したり、クーラーをつけなかったりと、自分で気が付か

是非、お立ち寄り下さい♪

ないうちに熱中症（脱水）になっていることがあります。

会費 200 円（飲み物、おやつ おかわり自由です）

ご希望者の方は、来場順
に整膚も行います！日ご
ろの疲れをほぐしにきてく
ださい。

ふる里では利用者さんの体調を見極め
ながら細かな水分補給、定期的に

みなさんでお茶をしながら

体温測定を行ってます。

楽しい時間を過ごしましょう♪

ひとりで悩まないで！
お話し聞きますよ！
待っています♪

また、食事・運動・休息にも注視しています。
コロナ禍の中、カフェふるさとが中止になっていますが
地域交流として、ふる里

※ コロナ禍で、やむを得ず休止とさせていただく場合がありますのでご了承ください。

の畑にできた大きな冬瓜
をグループホーム
「あじさい」の利用者さんと
一緒に収穫をしました。
皆さんが笑顔で
のびのびと過ごせる日常が早くきますよう 切に願っ
ています。

利用者さんと会話をしながら、
レクリエーションや体操など
一緒に楽しく過ごさせていただ
いてます。
よろしくお願いします。

せいただきますようお願い申し上げます。

大きな冬瓜が
たくさ ん収 穫で き
ました！

【おひさまランチ会】 開催のご案内
お隣のおじさん、おばさん、おじいさん、おばあさんと、お昼ご飯を
一緒に！！『おひさまランチ会』を下記にて実施します。
実施場所：西三河在宅介護センター おひさま
実施内容：土曜日のお昼、当センターのご利用者様と一緒に
お食事、多世代の交流の場をお持ちいただけます。（費用は無料です。）
募集人数：10 名程度（事前に参加人数など ご連絡ください。）【連絡先：0566-28-0500】
対 象 ： 小学生～一般（保護者がご一緒であれば幼児も可）
※食事については当所でご利用者様向けに調理したものとなります。
アレルギーのある方は申込時にお知らせください。
次回実施日：9/19（土曜日）、10/17（土曜日）、11/21（土曜日）

おひさまアイドル募集してます！
ウィークデイのお昼、おひさまで
ご利用者と一緒に食事をしたり
遊んだりして過ごしませんか♪

頑張ります！
ぼくが
おひさまアイドル
1 号です！！
お仲間大募集中

幼児、年少のお子さ
んと保護者でお越し
ください。

