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感染症予防への取り組み
各事業所において、毎月
カンファレンスを行ってい
ます。
11 月は、感染症予防の研
修として、手洗いの仕方を
再確認した事業所
があるのでご紹介
カンファレンスの様子

特殊な液体を手にぬってから

いたします。

いつもの手洗いをしてみると…

ブラックライトを当てると、特殊な液体に反応して洗い残しがある場所が光ります。
特に、爪のまわりに汚れが残ってしまっている人が多くいました。
手洗いにおいての、気を付けるべきポイントの確認ができました。
師走を迎え、何かと気忙しい季節となりましたが、
皆様にはお変わりございませんでしょうか。
今回は、あいリレー福祉事業グループにおける感
染症対策の取り組みの一部をご紹介いたします。
事業所内における日々の清掃や室内換気、湿度保
持はもちろんのこと、職員への感染症対策の研修会
も実施しております。
更に全職員へプライベートにおける不要不急の外

県内では集団感染の事例が相次ぎ、感染の拡大が
顕著にみられ、茨城県は「茨城版コロナ Next」を
Stage3 に引き上げる（※11 月 11 日時点）など、
感染予防の強化が望まれております。
今後も皆様には、ご理解とご協力を頂くことと思
いますが、よろしくお願いいたします。
寒さ厳しき折、お身体ご自愛いただき、年の瀬を
お迎えいただければと存じます。

出自粛を要請し、毎朝の検温や手洗いうがいの励行
等、最大限の取り組みをしております。
また、ご利用者様やご家族様におきましては、外出
や面会の自粛など感染症対策にご理解とご協力を頂
いておりますことに改めて感謝申し上げます。

アイリレー株式会社
代表取締役

村上

泰道

ミニ運動会

１１月１７日（火）

ミニ運動会を開催しました。選手宣誓から始まり、午前の部は、玉入れと玉運びを行
い、両チームが力を合わせ頑張り、白組リードとなりました。午後の部は、ひもを早
く引いた順に出発しパンを取る競技を行い、両チーム熱戦を繰り広げ、接戦の結果赤
組が逆転優勝となりました！（担当：坂本）

避難訓練

１１月１９日（木）

ケーキバイキング

１１月２０日（金）

火事を想定した避難訓練を行いました。

数種類のケーキからお好きなものを

職員の指示に従って慌てず落ち着いて避

選び、特別なティータイムを楽しま

難することができました。

れました。（担当：永山）

誕生日会

１１月１６日（月）

地域交流

１０月２８日（水）

要小学校の子供達５名が校外学習であいリ
今月は、１名の方がお誕生日を迎

レーへ職場見学に来てくれました。パソコ

えられ、手作りプリンでお祝いし

ンを通じて職員や利用者様へインタビュー

ました。（担当：狩谷）

したり、中庭の畑を見学されました。

１１月のカンファレンス
今月は、
「コロナウィルスから学ぶ感染症対策」について学びました。今回は、実際にクラスターとなっ
たとある施設の事例を元にどのような対応を現場がしたのかをまとめた資料を参照しました。新型コロナ
ウィルス陽性判明からの対応の中で、リネンや食事の面で「感染廃棄物業者がなかなか見つからず大変な
思いをした」
。職員は「保健所と相談し自宅と施設の往復だけで勤務する体制で、気にする職員は、施設の
空いている部屋に泊まってもらった」。また医療機関、保健所や行政との連携についてなど実際に経験し
たからこその現場の声を知ることができました。

事業所目標
「レクリエーションの
充実を図りましょう」
新型コロナウィルスの影響
で不要不急な外出の自粛が
求められております。当施
設では、外出レクの代わり
にケーキバイキングなど施
設内で楽しめるレクリエー
ションの充実を図り、利用
者様が楽しんでもらえるよ
うに努めて参ります。

１２月の行事予定
２日
塗り絵
３日
サッカー
６日
脳トレ
７日
手作りおやつ
８～１０日
工作レク
１１日 防災の日
１３日 ボーリング
１４日 誕生日会
１６日 昼食会
１８日 輪投げ
２０日 カラオケ
２１日 風船バレー
２３日 DVD 鑑賞
２５日 クリスマス会
２７日 ゲートゴルフ
３１日 大晦日

１月の行事予定
１日
福笑い
２日
書初め
３日
すごろく
５日
カラオケ
８日
ボーリング
１１日 防災の日
１２～１４日
工作レク
１６日 誕生日会
１８日 お参りの会
１９日 昼食会
２１日 輪投げ
２２日 手作りおやつ
２６日 塗り絵
２８日 風船バレー
３０日 脳トレ

※コロナウィルスの影響により外出等の予定が変更となる場合があ
ります。
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あいリレー介護ステーションつくば

今月のトピックス

介護保険 Q＆A
Q

新型コロナウイルスの第３波の感染拡大が深刻な状況になって

介護保険サービスと障がい福祉サービスは、

どのように違うのですか？

きています。連日の感染者数の増加に多くの国民の方が不安を感

A

じていることと思います。

介護保険は介護保険法、障がい福祉サービス

は障がい者総合支援法が定めるサービスです。障

いわゆる「GO TO」といった政策に関しての賛否はあります

がい福祉サービスには、日常生活の介護支援と自

が、感染防止と経済・社会活動を同時におこなっていくことは、

立に向けた就労支援のサービスがあり、介護保険

しばらく続いていくことが予想されます

のように障がい程度区分（１～６）があり、認定

１１月９日につくば市役所の経済部の方から「タクシーによる

を受けることで、必要な介護支援と就労支援サー

買い物支援代行事業」の説明をしていただきました。市内の小売

ビス受けることができます。似たようなサービス

店とタクシー事業者が連携し、電話で注文すると商品を自宅まで

がありますが、障がい者の方の自立に向けたサー

運んでくれるサービスです。高齢者だけでなく、配送圏内ならど

ビスがあることが特徴です。

なたでも利用できるため、感染拡大防止と経済活動の両面を行う
ことにもなります。
あいリレー介護ステーションつくば

行政と民間がアイディアを出し、安全で継続可能な「新しい生

じんとく

かずお

所長 神徳 和雄 （介護支援専門員）

活様式」ができればと思います。

あいリレー 伝言板
介護補助職員さん大募集！

＜お参りの会＞

１1 月１５日（日）

あいリレー福祉事業グループには、配膳やお茶・おやつの

今月は各事業所でお参りの会を行う予定でした

準備、洗濯など、介護職員のサポート的な業務を行っている

が、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況

介護補助として活躍する職員さんが多数在籍しています。

を鑑み、晋山荘石岡研修道場にてお参りの会を行い、

介護補助の方がいることで、業務を細分化し、業務効率を上

ご希望のご利用者さま、職員の御祈願をしていただ

げて利用者さまへのサービスの質の向上に繋がっています。

きました。人が生きている限り、悩みや争い、病、老

無資格無経験の方でも、出来ることから始めていただける安

いは避けられません。その中で日々健康でいられる

心の職種です。是非一緒に働いてみませんか？

ことはとても幸せです。喜怒哀楽があることを受け

ご興味のある方は

入れながら、日々研鑽しお互いを理解しながら助け

あいリレー福祉事業グループ総務

合って生きていくことが大切だ

(0299-23-8291)までご連絡

ということをお話しいただきま

下さい。お待ちしております。

した。これからも人の気持ちを
大事にしていきたいものです。
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