あなたの笑顔が見たいから 私も笑顔で接します

茨城県石岡市鹿の子 2-8-37

TEL0299-57-1717 FAX 0299-57-1716
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株式会社つくばエデュース

３月号
令和３年

ひなまつり

あいリレーグループの各事業所には、それぞれ大小

様々な雛かざりがあります。

皆さまが子どもだった頃から、ずっと変わらぬお雛

さま。

利用者の皆さまの健康と幸せを見守ってくれてい

ます。

ショートステイつくば

インドネシア人実習生と。
とってもキレイですね♪

ショートステイ石岡

お雛さまと一緒に、

記念撮影♪

間もなく新年度が始まります

コ ロナ 禍 の 一年 と な って しま った

令 和 二年度も今 月で終わりとなり、来

月か ら は 新 し い令 和 三年 度 の始 ま り

となります。

今 年 は 三年 に 一度 の報 酬 改 定 の年

です ので、四月からは、介護保険サ ー

ビ ス、障害福祉サ ービ スの利用料金 に

ついて変 更となります。あ いリレー全

事 業 所 で料金 表が 改 定 と な りま す の

で、ご 利用者さま、ご家族 の皆さま の

ご 理解とご 協力をお願 い致 します。

ま た、 今 年 開業 十 六 年 目と な った

「
あ いリレー つくば 」と、開業十 五年

目の 「
あ いリレーとよさと」の施 設設

備 の改 修 工事 を 実 施 す る 予定 と な っ

ております。

順次、老朽化 した施 設 の改修 ・設備

の更新を実施 し、利用者 の皆様 に安全

に快適 にお過ご し頂け るように、必 要

な設備投資を行 って参 ります。

村 上 義孝

あ いリレー福祉事業グ ループ

代表

ショートステイ
５周年祝い
２月４日（木）

クッキング
（カップケーキ）
２月１５日（月）

節分
２月２日（火）
担当者
小林

担 当 者
佐谷戸

皆様のおかげで、当施設は２月４日で
５周年を迎えました！寿司や天ぷら、
デザート等のメニューでお祝いしまし
た。これからも宜しくお願い致します。

今月はバレンタインも兼
ねて、チョコレートを中
に入れたカップケーキを
作りました。
ホットプレートで蒸し焼
きにし、ふんわりと焼き
あがりました。

今年は珍しく１日早い節分
という事で話題になりまし
たね。
この日は鬼を模した玉入れ
を楽しまれたり、鬼のお面
を被って記念撮影をして盛
り上がりました。

管理者
山田

この日はビンゴゲーム
で盛り上がりました。
上位 3 名の利用者様に
は賞状をプレゼントさ
せて頂きました。

ビンゴ大会
２月１１日（木）

２月にお誕生日を迎えられた利用者様
達です。おめでとうございます！これか
らも素敵な笑顔を見せて下さいね。

心のこもったお料理を提供しています
２月２６日（金）の昼食で
す。皆様からの人気が高い
いなり寿司と色鮮やかで
食欲をそそるおかず、温か
い味噌汁がお腹を満たし
てくれました。
↑左から順に 1 位、2 位、3 位の利用者様です！

行事予定

＊予定は、変更になる
場合がございます。

〈３月〉
３日
５日
７日
１１日
１４日
１６日
１８日
１９日
２１日
２４日
２５日
２８～３０日

ひな祭り
ボウリング
カラオケ
防災の日
ホワイトデー
的当て
誕生会①
クッキング
サッカー
風船バレー
誕生会②
工作期間（桜）

〈４月〉
２日
５日
８日
１１日
１４日
１５日
１７日
１９日
２１日
２４日
２５～２９日
３０日

花見ドライブ①
花見ドライブ②
誕生会①
防災の日
カラオケ
誕生会②
DVD 鑑賞
クッキング
玉入れ
的当て
工作期間（鯉のぼり）
誕生会③

カンファレンス
２月はプライバシーに関する資料
を配布しました。
どこからがプライバシーの侵害に
当たるのか、また個人情報とプラ
イバシーの違いはどういったもの
なのか等を学びました。

利用者様の作品
１月は椿の工作を行いま
した。花紙を丸めて花びら
に見立てる事で、立体的な
椿が出来上がりました。
フロアを鮮やかに彩って
くれています。

今月の事業所目標
「感染症対策を怠らず手洗い・うがい・手
指消毒を徹底しましょう」
新型コロナウイルスの感染者数が減少傾向にありますが、
まだまだ油断は出来ません。感染対策をしっかり行って
日々の予防に努めたいと思います。

居宅介護支援事業所

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

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感染予防のため、たくさんの方が外出自粛
などの対策をとっています。私もできる限り外出を控えています
が、先日、運動不足解消のため、子供を連れて散歩に出掛けてみ
ました。

介護認定の期間延長について教えてくだ

さい。
A

（つくば市 大○さん）

新型コロナウイルス感染拡大が続く中で

も介護保険の更新時期を迎える方がいます。調
査時に人との接触を控えることから、保険者

目的地の途中にある公園に差し掛かると１００ｍほどの人の列
があることに気づき、「このコロナ禍で・・・」と思いながら、行
列の先頭を確認してみました。

（自治体）によって 1 年間の延長申請ができ
るようになっています。延長前と状態に大きな
変化がなければ延長することをお勧めします。

行列の先には「食材の無料提供」と書かれた看板と野菜などの
食糧や日用品などが置かれ、大学生と思われる人たちが、持参し
た袋に食材を入れている姿が見られました。

軽度者の福祉用具貸与申請をおこなっている
方は、介護保険の延長をしても、軽度者申請は
再度おこなわなければならないので、ご注意く

調べてみると「学生応援プロジェクト＠つくば－PEACE」と

ださい。

いう市民団体が主催する、コロナ禍で困窮している学生や生活困
窮者を支援するプロジェクトとのことでした。物資も生協や一般
の方からの寄付で成り立っているようです。

あいリレー介護ステーションつくば
じんとく

かずお

所長 神徳 和雄 （介護支援専門員）

世界的に大変な状況の中で、各地でこのような支援が広がって
いることを子供たちに教えるいい機会となりました。

あいリレー 伝言板
オンライン演芸会

お参りの会

コロナ禍でなかなか外出できずに過ごされる利用者さまが、事業所内

今月 15 日に晋山荘石岡道場にて、お参

でなにか楽しめる行事はないかということで、検討を進めて参りまし

りの会が行われました。

た。当日は zoom というオンラインシステムを利用し、仙若さん（江戸

今回は茨城県独自の緊急事態宣言が発出

太神楽）、岡大介さん（カンカラ三線）、マーク糸原さん（マジック&バ

されていることを鑑み、晋山荘にて、ご希

ルーン）、柳貴川起助さん（紙切り）

望のご利用者の皆さん

にリアルタイムで芸を披露して頂きま

及び職員のご祈願をして

した。今月もまた他の演者さんにもご

いただきました。

協力頂く予定です。

健康長寿、家内安全、

ご利用者の皆さまが笑顔で過ごせるよ

病気平癒などを祈念して

う今後も様々な企画をしていきたいと

お一人一枚散華をいただ

思います。

きました。
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社会福祉法人

◆ショートステイ「あいリレーつくば」

桐孝会

◆グループホーム

あいホーム石岡

◆ショートステイ「あいリレー石岡鹿の子」

◆あいリレー・ケアホーム石岡

◆あいリレー・ケアホームつくば

◆相談支援事業所

◆あいリレー介護ステーションつくば

あいホーム石岡

◆就労継続支援 B 型

あいホーム石岡

株式会社アイリレーとよさと

◆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

アイリレー株式会社

◆相談支援事業所

あいホームつくば

◆グループホーム

◆グループホーム

あいリレーとよさと
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