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（２）伊太利亜
（６）白耳義
（10）愛蘭

２０２１年
本年も宜しくお願い致します。

コロナ禍ではありま
すが新春の季節を感
じていただきたく、
デイサービスでは毎
年恒例のお茶会を感
染予防等、徹底しな
がら行いました。

ｂｙデイサービス

（３）瑞典
（７）瑞西

（４）希臘
（８）勃牙利

答えは編集後記下（逆さまに記入）

地域と福祉のあんしん懸け橋
シャローム若葉
訪問介護
デイ

各サービス空き情報

現在、満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必
要となります。随時受け付けておりますので、ご連絡下さ
い。
現在、定員いっぱいとなっておりますが、状況は日々変化しておりますので、ご利用希望の方は、ご相談下さい。随時、状況をお知ら
せ致します。また、見学希望につきましては、発熱など風邪症状が無い方でしたら見学いただけますのでお問合せ下さい。
（月）〇 （火）〇 （水）〇 （木）〇 （金）〇
ご希望に副える様対応させていただきます。
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【編集後記】 年末年始は寝正月に決めて、色々なテレビドラマの再放送を見ていました。特に「逃げるは恥だが役に
立つ」は見入ってしまい、理屈っぽい男女の掛け合いは新鮮に感じました。私も、四角い部屋を丸く掃除してしまう方
です～汗（H）
…
問題答え（1）ドイツ （2）イタリア （3）スウェーデン （4）ギリシャ （5）イギリス
（6）ベルギー （7）スイス （8）ブルガリア （9）フィンランド （10）アイルランド
シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2021 年 1 月号 編集・発行 広報委員会
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令和 3 年 1 月 15 日発行

ラベンダーの咲く頃

難読漢字（ヨーロッパ国の名前編）

（１）独逸
（５）英吉利
（９）芬蘭
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新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎
えのこととお慶び申し上げます。こうしたご祝詞を
申し上げますと、皆様方の中には「何を呑気なこと
を」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
ご承知の通りここ１年余りの間、コロナ禍の影響
で我々を取り巻く環境はますます予断を許さない状
況になっております。また、今年は介護報酬の改定
が予定されており、皆様にとってもどのような改訂
がなされるのか、気になるところであります。
地域包括ケアシステムの推進から更に「自立支援
・重度化防止の推進」が議論され、皆様が自立した
生活を継続できるような支援をしたサービス事業所
が評価されるような仕組みへと転換されていく事が
予想されます。当事業所としましても、皆様に取り
組んで頂くメニューが負担ではなく、楽しみながら
取り組んで頂くことが出来、成果としてそれが健康
へつながっていくようなものを提供できるように、
職員一同、努力と工夫を重ねてしっかり準備をして
いきたいと思っております。

昨年は、高学年用放課後デイサービスを新
規オープンいたしましたが、低学年から高学
年までお子様の成長に合わせた支援を提供出
来るようになり、ご家族から大変喜ばれてお
ります。
この時期は、コロナウィルスのみならず、
インフルエンザやノロウィルス等の感染症へ
の対策など、まだまだ予断を許しませんが、
みんなで心を一つにしてこの難局に立ち向か
っていきましょう。
私たち職員一同も、「地域と福祉のあんし
ん懸け橋」という基本に立ちかえって、地道
に、ひとつずつ、目の前のできることから取
り組んで参りたいと存じます。
本年も変わらぬ
お引き立ての程よ
ろしくお願い申し
上げます。 皆様
のご健勝とご発展
をお祈り申し上げ
ます。

施設長
高幣 義嗣

祝 令和３年 丑年

新型コロナウィルス感染防止に係る Q＆A（感染予防）
項目

令和になり早３年、新しい１年がやって来ました。
虹の家では新年を笑顔で過ごしていただく為にソーシャルディスタンスや感染予防を徹
底しながら入居者の皆様に季節を感じる行事を楽しんでいただきました。
１月１日

質 問

新型コロナウイルス
の感染について

お雑煮とおせち料理を食べ新年のお祝いをしました。
感染に対し常に意識
してほしいこと
【発症 2 日前だと思
うこと】

近所の三社神社へ初詣。階段があるので代表の方にお参りをしていただきました。

基本的
事 項

笑顔で 1 年が過ご
せますように
高齢者施設の場合の
濃厚接触者の具体的
判断基準は

１月 2・3 日

新年といったら「書初め」精神統一をしながら丁寧に書き上げました。

回 答
・感染の 8 割が唾液等飛沫感染。
・接触感染は、皮膚にふれただけでは感染しない。触れた手で口や
目などの粘膜などに触れた時に感染する。これは手を洗うこと、着
替えること、洗わない手で顔を触れないこと等で防ぐことができ
る。
・感染症の特徴として頭痛や倦怠感が言われているが、これまで感
染症患者と関わった感覚では下痢の症状の頻度が高い印象である。
・新型コロナウイルスは、発症 2 日前から他人に感染させるという
特性があり、特に発症日前後はウイルスの放出量は多いということ
がわかっている。
・また、無症状でも感染させるということもあり、誰しも感染して
いるかもしれないと思うことが大切である。
・これは保健所判断となる。どちらか一方がマスクを外した状態で
おしゃべり・休憩・食事をすると濃厚接触者になると推定される。
また、会議は人数ではなく、その空間の換気がされているのか、座
席位置、全員がマスクをしているのかなどの条件を、事が起きたと
きは確認する。座席は斜向かいにして、マスクをつけて換気の良い
場所で少人数・15 分以内で話すのであれば、濃厚接触にはなりにく
いのではないかと考える。
・最近はスーパーコンピュータがシミュレーションした映像もある
ので、来訪者の体調チェックは確実に行う前提条件のもと、自施設
の面談環境を設定する際の参考にして、基本型を決めるのがよろし
いのではないか。
・なお、ケアにおける目安を以下のとおりあげる。
‣おむつ交換：職員は手袋を装着して対応している→該当しない
‣口腔ケア：歯ブラシ等を素手で渡す→該当する（粘膜に触れている
ため）
↪平時から手袋を装着すべき
‣入浴介助：職員が手袋や布・マスクを装着する→該当しない
（とにかく粘膜に触れないように配慮すること）

虹の家からのお知らせ
グループホーム虹の家では、緊急事態宣言が行われたことに伴い、
現在、面会をご遠慮頂いております。代替措置としまして、BIZMEE
（ビズミー）を利用したウェブ上での面会をご案内しておりますの
で、利用をご希望の方は虹の家（小谷・山本）までご連絡下さい。
利用方法
①PC やスマホから https://bizmee.net/に接続します。
年末には忘れずに正月飾りのお花を生け、鏡餅と一緒に飾りました。

②左図の画面が表示されますの
で、room name と書かれた白枠
部分に担当者から指示された名
前（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ又は数字）を入力
したら、完了です。※利用料は
全て無料、登録や特別な設定等
は必要ありません。

2021 年も入居者の皆様が笑顔で生活ができる
様に日常生活の支援はもちろん、季節の行事
等、施設内で出来る事を中心に季節を感じて過
ごしていただける様に感染予防に努め行事を計
画していきたいと思います。

三育ライフ介護３原則

１．知識に基づく「正確」な介護

２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護

いつでも見学できます。いつでもご相談下さい。

シャローム（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。

