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

◇◆◇講習会を行いました◇◆◇

ふ れあ い

コロナが少し落ち着いたかなと思われた
頃、2020.11 月に、徹底したアルコール除菌、
マスク着用をして定例会を行いました。
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その中で産業医の先生から、コロナについての講義を受け、
私たち介護職が媒介してコロナウイルスを移すことのない

2021 年も、もう 3 月、時間の過ぎる速さを今更ながら感じています。

よう、感染リスクを下げるため、毎日の検温による自己管理、使い捨ての手袋やマスク、エプロンを使用し、こまめ
に消毒することがいかに大切かを学びました。

さて新型コロナ云々と言われ始めて 1 年以上、第 3 波の状況はと言うと、新規感染者数は収まりつつある一方で、重症者数

合ごう

の減少は今一つ、また対応可能な病床数も思ったように増えてはいないと言われています。

皆様もアルコール消毒は手の指先までしっかりと

号50 万人を超える人がこの 1 年間でコロナの犠牲になられています。人口 16 万人の刈谷市が 3 つ、姿を消したと
アメリカでは

行い、マスクの着用、手洗いうがいを習慣として

いうことになります。幸い、当西三河在宅介護センターでは近隣の同様施設で感染者が発生しているという状況の中、ご利

生活に取り込んでください。

用者、ご家族、またスタッフの皆さんの「手洗い、消毒、3 密防止」の徹底のおかげもあり、感染者の発生もなく今日まできて

また数時間おきの部屋の換気と適度な運動も

おります。もう そろそろ収まってという思いもありますが、気を抜くことなく従来にも増して注意して過ごしたいと思います。

大切です。

さて、10 年間 地域に密着したケアを目指して認知通所介護サービスを提供してきました「ふる里」ですが、諸般の事情に

まだまだ緊張が解けない状態の日々が続いて

より 5 月末日をもちましてサービスの提供を中止することといたしました。ご利用者、ご家族には申し訳ない気持ちでいっぱい

いますが、スタッフ一同コロナに負けないよう、穏やかな日常が戻ることを願って頑張っています。

ですが、西三河在宅介護センターを存続するためには やむを得ないことと判断いたしました。
昨年は数輪の花しかつかなかった裏庭の梅がふる里のクローズを惜しむかのように今年は

※ご利用者が、発熱や風邪の症状があり、体調がすぐれない時、また

数多くついています。この後 膨らんでくるであろう実を使って、ふる里のご利用者の皆様には

ご家族の感染、濃厚接触についても まずはスタッフまでご連絡ください。

特製の梅ジュースをお届けしようと思ってます。

必ずのご連絡、よろしくお願いします。

コロナの影響で、リモートワーク、ご家族が自宅にいることが増え、その結果として、
今まで日中におひさまに来られていたご利用者が家で過ごされることが多くなり、おひ

◇◆◇部門管理者からひと言◇◆◇
居宅支援部門

さまのご利用が減っています。ご家族と仲良く、お元気であればと思いつつも当所にとっては経営上の問題につながる状況
梅の花も満開になり、気持ちいい季節に少しずつなってきました。新型コロナ
のワクチン接種が進み、以前のような日常生活を心待ちにしています。

がって ゆっくりと午後を過ごしていただけるそんな日が早く戻ってきますように願っています。

介護保険も 4 月で 21 年目を迎えました。諸改正はありますが、

余談ですが当所も関わりのある 子ども食堂「ほっとライス」ではコロナ禍などで収入減、結果「食にお困りのご家庭」に食

これからも職員 4 人で頑張っていきます。よろしくお願いします。

訪問部門

ともなっています。コロナが早く収束し、今までのように大勢の皆さんのお顔がいつも拝見でき、当所で美味しいお昼を召しあ

材のお届けを昨年 5 月から提供させていただいてます。はじめの頃は月に数件だったものがこの 2 月には 20 件を超える依
今年の冬は何度か雪をちらほら見ました。冷たい日が多かったですね！でも、コロナ禍で みなさん自宅にいることが多かっ
たのか、風邪をひく利用者も少なかった様に思います。まだまだコロナも心配だし、オリンピックもできるのかな？もうすぐ春に
なります♪ 温かい気持ちですごせるようになるといいですね。
3 月に利用者アンケートを行います。介護サービスのより一層の向上を目指して、
取り組んでいきたいと思いますので配布されましたら、ご協力をお願いします。

頼数となってます。見えないところ、知らないところで影響が大きいことを改めて感じています。

《ご寄付ありがとうございます。》
11 月以降も皆様から多大のご支援をいただいております。

おひさま 昨年は新型コロナウイルスに始まり終わった１年でした。そのような１年でご利用者様・スタッフには、感染症対策（マスク・手洗

ありがとうございました。

いうがい・換気・３密回避）の徹底をしていただき とても感謝しております。

大切に使わせていただきます。
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今年からワクチン接種が始まる予定ですが、１日でも早く以前のような生活に戻れることを願っております。

ふる里 コロナ感染症により世の中が大きく変化していく中でも、新年を迎え、今では梅の花も咲く 2 月になりました。
ふる里のご利用者様も皆さんお元気で、生き生きと過ごされています。たくさんの笑顔に囲まれ
スタッフ一同感謝の思いでいっぱいです。

●デイサービスおひさま、インスタグラム始めました。
日頃の様子やイベントの風景を見ていただきたく、

〒448-0821 刈谷市御幸町 3-78

特定非営利活動法人

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

インスタグラムを開設しました。
掲載への同意を得たご利用者のみ掲載中です。
随時更新していきますので、是非ご覧ください。

http://www.instagram.com/outpatient_care.ohisama

バーコードを読み込むか、
URL を入力して検索すると 「お
ひさま」のインスタグラムをみて
いただけます♪

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

★おひさまだより★

☆ふる里の様子☆

今年の冬は例年に比べ本格的な寒さに加え、雪も降る冬

コロナの収束を願いながらも緊急事態宣言発令、更なる延

になりました。寒さがみにしみる中、機能訓練も兼ね大府

長と、世の中を苦しめているコロナウイルス、、、

の健康の森へ焼き芋を食べにお出掛けをしました。皆様、
寒さも忘れ温かい焼き芋を食べられ「おいしい、また食べ
に連れてきてね♪」と、とても素敵な笑顔がみられました。

利用者さんの中でも色々と感じとっているようです。
日々願っていることは、身体を動かし、食事もしっかりとり
ふる里では、楽しい時を過ごしていただくということです。
皆さんとてもいい笑顔で過ごされています♪

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。』
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
せいただきますようお願い申し上げます。

ふる里サンタ、会議中♪

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。
12 月には、今年の干支で
ある丑の貼り絵を皆様に
作っていただきました。
壁一面に、とてもいい作品ができあがり、素敵な新年を迎
えることができました。

どうぞ今後ともよろしくお願いします。
コロナ禍のなか
『悪疫退散！！』を願って
しっかりお願いしてきました。

近状報告

↑サンタクロースがいっぱいです！

懸案となっていました使い勝手が充分でなかった おひさまのお風呂を、コロナ禍で国からの
環境改善支援をいただけることになり、改修を 3 月半ばから 1 週間かけて行うことになりました。
ご利用者にはご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

今年の節分は、2 月 3 日ではなく 124 年ぶりに 2 月 2 日に
行われましたね。おひさまにも 赤鬼がやってきました。
皆様、赤鬼と新型コロナウイルスを退治するため、手作り

「今年はうし年！」皆で貼り絵を作りました。

の（新聞紙製）特大豆を「鬼は外・福は内」と掛け声をかけ
ながら元気よく投げてました！
これで新型コロナウイルスも
退散してもらう事を祈ってお
ります。

2 月 11 日、おひさまフロアーにいつものエレクトーンとは違う、キーボードの音色が流れてきました。演者はボランティ
アで月に一度来てくださっている方のお友達の保育士さん！歌の演奏の間に、
軽い体操などもおり込まれ、ご利用者の皆様は一緒に体を動かしながら声を
だしていました。お話によれば、10 年以上前に西三河在宅介護センター安城
の方でお仕事をされてみえたとか。素敵なご縁で感謝です。
4 月にはまた来所してくださるとの事で楽しみにしていてください。

※ 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。

【おひさまランチ会】 開催のご案内
コロナ禍のなか
『悪疫退散！！』を願って
しっかりお願いしてきました。

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）

晩白柚（ばんぺいゆ）
香りが良く、鼻を近づけると
やんわり甘酸っぱい香りがし
ます。果汁は少ないが果肉
はサクサクとした歯触りで、
食べ頃は 1 月頃から 3 月。
みんなで香りを楽し
みながら少しずつ
食べました！

おひさまの
インスタグラム
見てくれましたか？
是非、のぞいてみてください！！
くださいね！

新人紹介
１２月からおひさまでお仕事させ
てもらっている吉田です。
いろいろ教えてもらいながら、で
きる事を増やしていきたいです。
よろしくお願いいたします。
通所部門 吉田清美

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。

みんなでハッピーバースディ♪を
唄って、お祝いをしました！
これからもお元気にお過ごしく
ださい。

※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： 現在、コロナのため、お休み中です。
再開出来次第お知らせします！
←おひさまアイドル 1 号です♪

おひさまアイドルも募集してます！
早くコロナがおさまって、笑顔でみんなで美味しい
ご飯が食べれる日がくるのを楽しみに待ってます。

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♪
幼児、年少のお子
さんと保護者で
お越しください。

