
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お楽しみのおやつタイム！ 

今日はどれにしましょうか？ 

お好きな飲み物を選んでいた

だきます。 

農園で収穫 家事はおまかせ♪ 

 

みなさんでお世話をした野菜

を収穫しました。 

白菜の種も蒔きました。 

おいしくできますように！ 

職員と一緒に家事のお手伝い

をしながら、みんなで協力し合

い生活しています。 

 

お楽しみタイム 

 

ごあいさつ 

グループホーム「あいリレーとよさと」は今年で１４年目を迎えました。 

自宅に近いスタイルで、毎日楽しく元気に笑いながら生活出来るお手伝いが 

出来たらと思っております。とよさとの中庭は広く畑もありお散歩もできます。 

収穫したばかりのものがおやつや食卓に！皆様大変喜んでくださいます。 

そんな素敵な利用者様の笑顔を写真やあいリレーだよりで毎月お届けいたします。                                    

ご家族様、地域の皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

管理者 

 

朝食にパンが

食べたい！の

声にお応えし

て、毎週木曜

日の朝は楽し

みなパン食で

す。 

 

田島
た じ ま

ひろみ 

 

今月は「グループホーム あいリレーとよさと」             

をご紹介します！ 

あなたの笑顔が見たいから 私も笑顔で接します 
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お祭りへの気持ちは誰にも止められない！プチ祭り開催 

 「今年は賑やかな石岡のおまつりがなくて、なんだか物悲しいわ…」 

 賑やかなお祭りならココにあります！皆さんの熱いお祭り魂に応えるべく、今回は 

 ケアホーム石岡でプチ祭りを企画しました。 

 

9/18(金) 

担当：小林 

獅子･山車を制作したＨ様 

お面を制作したＳ様 

「頭痛」「便秘」「コロナ」等様々な 

悩みを射的の的に見立てました。 

特に「コロナ」の的は人気でした(*^▽^) 

甘い匂いに誘われて、わたあ

めブースの周りには人だか

りが(*’▽’) 

お祭りと言えば、獅子や山車、お面ですよね。 

これ全て利用者さんの作品なんです！職人技～！ 水が入った水槽の中にあるコップに 

めがけてコインを入れるゲーム。 

ゆらゆら揺れるコインに興味津々の 

様子でした(*^^*) 

―――獅 子 舞 披 露――― 

利用者さんにご指導を頂き、職員に

よる獅子舞を披露しました！ 

 

獅子舞と山車と一緒に皆さんで記念撮影 



 

  

トランプに興じているひとコ

マ。テレビの話題や昔の思い

出等を話しながら、楽しまれ

ています。 

 
美しい月を眺める 秋の風物詩 

月 見 飾 り 工 作 

９月の工作は、まんまるお月様とウサギのお月見を 

を表現しました。中央の大きなお月様の周りに、利用者様の作品

を飾る際には、利用者様にアドバイスをもらいながら、キレイに

飾っていきました。 

ちなみに、今年の十五夜は１０月１日だそうですよ！ 

担当：遠藤 

９ 月 の カ ン フ ァ レ ン ス 

 

今回の研修では、ガンに対する基礎 

的な知識について理解を深め、介護現 

場における緩和ケアを確認しました。 

 ガンは、日本人の 2人に 1人が生 

涯のうちに何らかのガンにかかると言 

われるほど身近な病気であり、介護サービスを必要とする方も多く

います。ご本人に安心してサービスを利用してもらうためには、か

らだの状態や気持ちのあり方を理解したうえで、ケアをすることが

大切になります。ご本人やご家族のこころと身体に寄り添ったケア

を行えるよう、今後も研修を重ねてまいります。 

 

今月の一枚 

９月２２日、敬老の日である 

この日の昼食のメニューは、

皆さんからご要望が多かった

パン食を提供しました！ 

 

 

「お互いに声を掛け合

い、協力し合って業務に

取り組みましょう」 

 

利用者様へのケアは「個人」

ではなく「チーム」 

で行うという意識をもって

業務に取り組んでいこう、

とのことからこの目標を設

定しました。 

＼ 今 後 の 行 事 の お 知 ら せ ／ 

１５日 テレビ体操 
１６日 ガーデニング 
１７日 歌の日 
１９日 誕生日会 
２０日 輪投げ 
２１日 ボウリング 
２２日 テレビ体操 
２３日 ガーデニング 
２４日 DVD 鑑賞 

 
１０/2５～3１ 
季節の工作期間（イチョウ） 

 

日常のひとコマ 

１日 テレビ体操 
２日 ガーデニング 
３日 歌の日 
５日 ビンゴの日 
６日 輪投げ 
７日 ボウリング 
８日 テレビ体操 
９日 ガーデニング 

１１日 防災の日 
１２日 書道の日 
１３日 輪投げ 
１４日 ボウリング 

・理美容の日 

・昼食会 

・ガーデニング 等 

※感染症対策により、予定していた行事が急遽取り止

めになる場合がございます。ご了承ください。 

※予定は変更になる場合がございます。 

10 月  
か ん な づ き 

O C T O B E R 

11 月  
し も つ き 

NOVEMBER 



 

 あいリレー介護ステーションつくば 

所長 神
じん

徳
とく

 和雄
か ず お

 （介護支援専門員） 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

  

  

 

  

 

  

 

  

    

 

   

  

  

 

 

動画配信スタートします ＜お参りの会＞   9月 2４日（木） 

今月は秋のお彼岸のため、ご先祖様の供養をして

いただきました。お彼岸はお盆と違って私たちが修

行をする期間だそうです。修行といっても苦しいも

のではありません。何かひとつでも人のためになる

ことをすること、日頃の感謝を笑顔で表すことなど

が 

 

 

 

 

 

 

９月号では、各事業所でのオンライン面会についてお知

らせ致しました。今回はホームページでの動画配信につい

てご紹介致します。 

毎月のあいリレーだよりに加えて、ホームページトピッ

クス欄等にて情報発信を行って参りましたが、この度動画

にて事業所での取り組み等を配信していくこととなりまし

た。面会制限をさせていただく中、少しでも利用者さまの

ご様子をお知らせ出来たらと思います。 

準備を進め、順次事業所ごとに定期的 

に配信して参りますのでよろしければ 

ご覧ください。 

 

 

あいリレー 伝言板 

※あいリレーでは個人情報保護に努めております。※毎月２１日以降の行事に関しましては、原則次号にて掲載させていただきます。 

第１８１号 
令和２年１０月発行 

発行元：あいリレー福祉事業グループ 
石岡市国府６－１－２８ 

TEL：0299-23-8291  
FAX：0299-24-4398 

http://i-relay.jp/ 

 

 

あいリレー福祉事業グループ 

 

株式会社つくばエデュース 

◆ショートステイ「あいリレーつくば」 

◆ショートステイ「あいリレー石岡鹿の子」 

◆あいリレー・ケアホームつくば 

◆あいリレー介護ステーションつくば 

株式会社アイリレーとよさと 

◆グループホーム あいリレーとよさと 

アイリレー株式会社 

◆グループホーム あいリレー石岡 

社会福祉法人 桐孝会 

◆グループホーム あいホーム石岡 

◆あいリレー・ケアホーム石岡 

◆相談支援事業所 あいホーム石岡 

◆就労継続支援 B 型事業所 あいホーム石岡 

◆ショートステイ あいホームつくば 

◆グループホーム あいホームつくば 

◆相談支援事業所 あいホームつくば 

 

 

Q 住宅改修について教えてください。 

         （つくば市 ○本さん） 

A  介護保険の住宅改修には、手すりの取り付

けや段差の解消、（滑りにくい）床材への変更、

引き戸などへの扉の変更、洋式便器への取り替

えや向きの変更などがあります。手すりなどに

関してはレンタルと違い、一度取り付けた場合

には変更が難しくなるので注意が必要です。 

 2０万円の支給限度基準額があるため、同一

住宅で 1 割負担の場合、最大 18 万円が給付さ

れます。 

Q  母が要介護１なのですが、ベッドはレンタ

ルできるのですか？ 

         （つくば市 ○田さん） 

A  基本的には介護保険を使ったレンタルは

できません。ただし、病気やケガなどで一時的

に必要な場合には、市町村に届け出をし、特例

として認められる場合があります。 

また、福祉用具貸与事業所でも、軽度者向けの

自費レンタルをおこなっている場合もあり、社

会福祉協議会でも貸し出しをしてくれますの

で、お問い合わせください。 

 

 

 

居宅介護支援事業所  

あいリレー介護ステーションつくば 

 つくば市要 273-1  
 TEL 029-877-3322 
 FAX 029-877-3366 

 

 今月のトピックス 

新型コロナウイルスの新規感染者が減少傾向にあり、経済活動

も段階的に引き上げられています。但し、今後も再拡大する可能

性があり、引き続き注意が必要な状況です。 

 新型コロナウイルスの影響でご家族と過ごす時間が減り、スト

レスを感じている利用者さんもいらっしゃいます。 

 先日、担当している利用者さんのご家族がオンライン面会に来

られました。画面やスピーカーを通しての面会に、当初は利用者

さんもご家族も不安を感じていらっしゃるようでしたが、予想以

上に話が弾み、ともに満足されていました。また利用者さんにと

ってご家族の存在が絶大であることを改めて感じました。 

時代や環境の変化により、生活様式も変化しています。面会に

関しては直接会うことが最も良いと思いますが、不安を感じてい

る利用者さんのことを考え、取り組んでいくことが必要だと感じ

ました。 

 

介護保険 Q＆A 

 

が修行に繋がります。 

ご先祖さまへはもちろん、 

一緒に生きている皆さんへ 

の感謝の気持ちを忘れずに、 

助け合いながら生きていき 

たいですね。 

 

 

 

 

 

 


