ひろば
日頃より当施設の運営に対し、ご支援・ご協力を賜

りコロナで幕を閉じた」というまさに新型コロナウイ

り心より御礼申し上げます。昨年度は「コロナに始ま

現在でも感染防止対策の一環としてご入居者・ご家

ルス感染症に翻弄された一年でした。

族の皆様には面会制限や外出・外泊禁止などのご不便
をお掛けして大変申し訳なく思っております。この
間、地域住民の方々や関係機関の方々等より様々なご
寄贈を頂くと共に、ご家族の皆様からはとても温かい
ご声援も頂きました。コロナ禍にあっても皆様に支え
て頂いていることを強く実感した一年でした。
今年度も職員全員の力を結集して良質な介護サー

事務長 仲西 拓人

ビスの提供に努めて参りたいと思います。

昨年度は新型コロナウイルス感染症の発生により、
皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを
深くお詫び申し上げます。ワクチン接種への期待はあ
りますが、まだまだ終息の道のりは遠いようです。引
き続き感染予防を徹底し、入居者の皆様の健康管理に

今年度はユニット担当を一新していますので、新た

努めて参ります。

な気持ちで在宅復帰に向けて取り組んでいきたいと
思います。

昨年度は、新型コロナウイルスによりリハビリを中止せざ
昨年度は百年に一度と言われるパンデミックのため、世界中が大混 るを負えない時期があり、皆様には不安な思いをさせてしま

乱をした一年でした。当施設でも消毒作業や面会制限など通常の年と いました。まだ色々な制限がある生活が続きそうですが、リ
は異なる対応が必要となり、心身ともに大変負担の大きい年でした。 ハビリはお一人お一人に必要なメニューを提供し、 シ”ルバ
今年度もご入居者の皆様に安心して過ごして頂けますよう、感染防 ープラザに来てよかった と”思って頂けるよう、職員一同全

年度が替わり、リハビリ担当が替わる方もいらっしゃいま
当以外の職員でも、構わず声を掛けて下さいね。

す。不安な事や分からない事は、リハビリ以外の時間でも担

設』としての運営をして参ります。多くのご利用者が住み慣れた地域

止対策を進めて参ります。また、当施設は今年度も『超強化型老健施 力で努めて参ります。

すので、ご支援ご協力の程宜しくお願い致します。

「あたり前」となってきました。少し緊張感が漂う中でも、

「こ れま でと は 違 う形 で」 様 々な 行 事 が行 わ れる こ とが

リハビリ科主任 作業療法士 大山 瑞紀

今年度も宜しくお願い致します。

での生活の継続ができるよう支援をさせて頂きたいと考えておりま

支援相談室 室長 江原 明子

今年は例年よりも早い桜の開花となりました。２０２０年、今まで
の生活様式が一変し、ご入居者、ご家族の皆様には大変ご迷惑をお掛

二度目の緊急事態宣言も、つい先日に明けたばかりで、新型コロナ 変わ らず に 利用 者様 に喜 んで 頂け る こと って どん なこ とだ

けしたことと思います。

ウイルスとの闘いは長期戦になっています。その中でも、生活の質や ろう？と考えた一年でした。今年度は、通常ペースト食やソ

て、五月に特別食を企画しました。また四月からは日本や世

ＡＤＬを低下させないよう、日々のレクリエーションや体操など、職 フト 食を 召 し上がっ て いる 利 用者 様 にも 楽し んで頂 きた く

介護科として、引き続きご入居者の希望に寄り添い、有意義な生活 界の 郷土 料理 も 提供 して いき ます 。 ２０ ２１ 年も 栄養 科一

員一同奮闘してくれています。

介護主任 武士俣 渉

日頃より多大なご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げま

栄養科 管理栄養士 田村 ちか子

も宜しくお願い申し上げます。

をサポートしていける様、努めて参りますので、今年度もどうぞ宜し 同、安心安全なお食事を楽しんで提供して参ります。今年度
くお願い申し上げます。

通所リハビリテーションの職員は、介護福祉士・看護師として仕事

「安心を与えられる存在でありたい」また「元気で健康に過ごしてい て面会制限等を行っており、ご不便をおかけしております。

を始めて全員が十年以上になるベテランです。通ってくださる皆様に す。また、昨年度はコロナウイルス感染防止対策の一環とし

となく常にご利用者の皆様の立場に立ち、新しい介護に対する変化に 改定 に伴 う 料金 表の 概算 につ いて 資 料を 同封 致し ます ので

きたたきたい」との思いからこの仕事に携わっています。慢心するこ 本年四月より介護報酬改正が行われます。基本報酬や加算の

。

事務課長 山下 誉史

今年度も宜しくお願い申し上げます。

常に心がけ、業務を遂行していきたいと思います。

も柔 軟 に対 応で き る職 員となれ る よう今後も 自己 研鑽に 努め ていき ご確認下さい。受付業務では挨拶・言葉遣い・丁寧な対応を

通所リハビリ介護主任 村瀬 奈美

ます。今年度も宜しくお願い致します。

一日

～春のおたのしみおやつ～
皆様の健康を祈願して、可愛らしい練り切り
をご用意致します ♪

九日 ～今月の郷土料理 （京都府）～
今月より日本の郷土料理をご提供致します。
衣笠丼、いとこ汁、豆腐の田楽、ちりめん山椒

また、理美容
また、理美容は通常通り第
理美容は通常通り第 2、第 4 土曜日に
土曜日に行う予定です。
行う予定です。
宜しくお願い致しま
宜しくお願い致します。
お願い致します。

)
(

)
(

介護福祉士 菊地夏苗

ております。今年度も宜しくお願い致します。

対策をしながら開催できるようになることを祈っ

ます。昨年はできなかったことも、今年度は感染

り、明らかになってきていることも増えてきてい

でした。未知のウイルス研究が日々進むことによ

止や縮小しての対応となり、とても心苦しい思い

昨年度はコロナウイルスのため、イベントを中

4 月のクラブは園芸
月のクラブは園芸（
は園芸（1 日木曜日）、売店
、売店（
売店（27 日火曜日）のみ行い
日火曜日）のみ行い
ます。
ます。シルバー
シルバーカフェ（喫茶）
カフェ（喫茶）やその他のクラブ活動は新型コロナ
その他のクラブ活動は新型コロナ
ウイルス感染
ウイルス感染予防
感染予防のため
予防のため中止
のため中止とさせて頂きます。
中止とさせて頂きます。
ご入居者様
入居者様、ご家族様にはご不便を
ご家族様にはご不便をおかけ致します。

今年度も宜しくお願い致します。

春風が吹いて、水仙が咲いて、ミモザが咲いて、
木蓮が咲いて、ムスカリが咲いて、タンポポや土筆
が出てきてチューリップが咲いて桜が咲いた。ボラ
に花開いています。

ンティアさんが植えてくださった花壇のお花が順番
三月の陽気に誘われてお昼ご飯を急遽外で食べよ
うと、机を外に出してピクニック気分でランチタイ
ム。鶯の声を聞きながら食べる食事。いつもは一時

二十五日 ～選択食～
昼食にてお好きな主菜をお選び頂けます。
Ａ 鶏肉のレモン焼
Ｂ さばのねぎごま焼

ちか子

ます。宜しくお願い致します。

間以上かかって食事をされるＫ様はニ十分で食べ終
わり、いつも三割ほどしか食べられないＴ様は半分
以上食べられて、太陽の桜の外気の偉大さを感じた
通所リハビリ介護主任 村瀬 奈美

～二〇二一年五月の特別食～
初の試み、嚥下食の方にも特別食をご用意しました。
（予定日：五月一日 土 ）
～通常特別食～
☆深川丼 （玉子とじ風）
☆鳥の八幡巻
☆山芋のしそ巻揚げ
☆春菊とえのきのお浸し～土佐風仕立て
☆甘味～練り切り
み
☆そ汁

田村

～ペースト・ソフトの方～
☆酢豚風甘酢煮
☆吹寄せ野菜 ほかは通常のメニューとなります。
※どうぞふるってご利用下さい。
（ご予約は四月十六 金 までに職員まで）
管理栄養士

4 月の音楽教室は、
月の音楽教室は、火曜日、
音楽教室は、火曜日、水曜日、金曜日に
火曜日、水曜日、金曜日に小
水曜日、金曜日に小集団、個別
集団、個別で
個別で行い

看護師長 成瀬 藍

横浜シルバープラザ

日になりました。とても気持ちのよい一日になりま
した。

《ご面会の方法について》
現在、ご面会の方法が窓越しでのご面会と
なっております。ご面会可能な曜日と時間で
すが、月曜日～土曜日までは十三時半～十五
時半まで、日曜日は十三時半～十四時半まで
となっております。一家族で十分間のご面会
が可能です。人数制限はございません。前日
の十六時までにご予約のご連絡をお願い致し
ます。尚、予約をお取りになる際、次回予約

今 月 の 予 定

第２８０号

は一回とさせて頂きますので、ご了承下さい。

音楽教室
音楽教室
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