あなたの笑顔が見たいから 私も笑顔で接します
小規模多機能施設
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ショートステイ

の

事 業 所 紹 介

庭の福祉農園で野菜を育てています。

株式会社つくばエデュース

あいリレーつくば

おはようございます。

送迎はいつもの職員におまかせ！

今日も楽しく過ごしましょうね！

室内で楽しめるレクリエーションは、リハビリにもなりますね♪

みなさんで、栄養バランスのとれた
お食事をいただきます。

ショートステイ「あいリレーつくば」は、定員 現在、新型コロナウイルスの影響により毎年 4 月

ご挨拶

37 名の短期入所生活介護事業所で、今年 15 周 に行われていたお花見やドライブ等のイベントを控
年を迎えることができました。皆様のご支援の賜 えておりますが、外出のイベントと同じくらい楽し
物と深く感謝申し上げます。

める室内のレクリエーションを工夫しながら行って

お年寄りをご家庭で介護している家族が、出産や います。
病気、冠婚葬祭等で、一時的に介護ができなくな 自宅に帰った時に「またあいリレー に行って楽し
管理者
たなか

田中

けい すけ

啓介

った際にご利用頂ける施設です。定期利用や、退 く過ごしたい。」と言っていただけるよう誠心誠意
院後ご自宅で生活が難しい方、施設入所待ちでの 頑張っていきますのでこれからもよろしくお願い致
長期利用などにも柔軟に対応しております。

します。

運動会の始まりの際に下記の選手宣誓を皆様

４/１６
（金）

で誓いました！
「わたしたちは、お互いの体を気遣いながら、
全く練習しなかった競技の数々を、前の人の
マネをしつつ戦い抜くと誓います！」

輪っかリレー

昼食タイム

ソーラン節披露

慎重に…

綱引きレース

美味しい！

障害物リレー

ソーラン！！

ボッチャゲーム

アメ探し（職員競技）

ソーラン！！

赤組
二連覇！

運動会を開催しました。午前の部では、輪っかリレーと綱引きを行い、序盤から両チー
ム白熱した勝負でしたが結果、赤組がリードとなりました。午後の部は、ボッチャとい
うお手玉を投げて得点を競う競技や障害物リレーを行い、白組が健闘するも赤組の猛攻
が最後まで衰えなかった結果、赤組が優勝となりました！（担当：坂本）

手作りおやつ

誕生日会

４月２２日（木）
今月は、２名
の方がお誕生
日を迎えられ
ま し た 。（ 担
当：松並）

お参りの会

４月１８日（日）

今月は、お団子、クッキー、ゼリー、フレン
チトーストを作りました。皆様が美味しそ

先月に引き続きオンラインによるお参りの会

うに食べる表情が印象的でした！

を行いました。

４月のカンファレンス
今月、他事業所の大浴場にて溺水の事故報告がありました。この事故報告を鑑みて、今月は事故・ヒヤ
リハット報告や事故のリスクが高い利用者様への対策について職員間で話し合いを行いました。基本的に
職員一人ひとりが日々の利用者様の様子を観察し、変わったことや事故の可能性のある行動があった際は、
ヒヤリハット報告をあげたり、管理者へ相談するなど事故を未然に防いでいくことが大切です。

事業所目標
「レクリエーションの
充実を図りましょう」
１２日より高齢者施設へ
のワクチン接種が始まった
とはいえまだ予断を許さな
い状況が続いております。
そんな中でも利用者様に楽
しく過ごしてもらえるよう
な施設内でできるレクリエ
ー ションを 行ってお りま
す。

５月の行事予定
１日
ボーリング
４日
DVD 鑑賞
６日
風船バレー
９日
母の日
１１日～１３日
工作レク
１４日 サッカー
１７日 塗り絵
１８日 お参りの会
２０日 避難訓練
２１日 誕生日会
２２日 手作りおやつ
２５日 カラオケ
２６日 脳トレ
２８日 体操
３１日 ゲートゴルフ

６月の行事予定
１日
サッカー
３日
塗り絵
５日
カラオケ
７日
体操
８日～１０日
工作レク
１１日 防災の日
１４日 ゲートゴルフ
１５日 手作りおやつ
１８日 お参りの会
１９日 脳トレ
２２日 誕生日会
２４日 風船バレー
２５日 音楽療法
２６日 ボーリング
２９日 DVD 鑑賞

※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

核家族化が進み、高齢者のみの世帯や高齢者単独の世帯が多くな

Q

市町村特別給付について

ってきています。高齢者だけで生活している世帯は全国で 1400

（土浦市 藤○さん）

万世帯以上あり、当事業所で支援している世帯の 3 割程が高齢者
世帯です。

A 市町村特別給付とは、介護保険で定められ

先日、高齢夫妻の奥様が亡くなられたことから、支援を開始する

ている保険給付以外で、市町村が独自で給付を

ケースがありました。これまでの経験から、残されたご主人の安全

おこなうものです。代表的なのはオムツ助成券

と同居していない家族の負担を考え、単純にショートステイや入所

の配布やお弁当などの配食サービス、タクシー

を検討していかなければならないと考えていました。

助成券などです。

数回、ご家族と電話でのやりとりをし、ご本人の「家」や亡くな

年度ごとに申請が必要になるものが多いの

った奥様への思い、ご家族のお父様への思いを聞くことができまし

で、申請忘れに注意してください。

た。また、ご家族からの「自宅で父を迎えてあげたい」という言葉
も聞かれ、当初の考えを変更しなければならないと感じました。
高齢者世帯が多くなることで、突然、環境の変化が起こることが
あいリレー介護ステーションつくば

あります。その中でも、残された方の気持ちを考え、最適な支援が

じんとく

かずお

所長 神徳 和雄 （介護支援専門員）

できるようにしていきたいと感じています。

あいリレー 伝言板
お参りの会

令和３年度入社式

ご結婚おめでとうございます

４月１５日(木)にお参りの会が行われ、ご希望の皆

4 月１日(木)に令和３年度
入社式を行いました。

様の御祈願をしていただきました。

今年度は６名の新入社員が新

今回は初の試みとして、晋山荘より各事業所へのライ

たにあいリレーグループの職

ブ配信形式で実施されました。

員として仲間入りしました。

普段なかなか足を運べず見る

これから研修を重ね、活躍し

ことが出来ない晋山荘の庭園

ショートステイ「あいリレーつ

てくれる

の風景や、仏像・仏具などを

くば」の田中啓介さんと、ケアホ

ことと思

臨場感たっぷりに視聴することが出来ました。

ーム・あいリレーつくばの木内

います。

紗也加さんが、4 月 23 日に入

よろしく

職員のご家族があいリレーグループ内の施設をご利

籍されました。笑顔がそっくり

お願い致

用される場合、福利厚生の一環としてご利用料金の補

なお二人。末永くお幸せに！

します。

助があります。ご利用の際はお気軽にご相談下さい。

家族利用職員補助制度

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

社会福祉法人 桐孝会

◆ショートステイ「あいリレーつくば」

◆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 あいホーム石岡

◆あいリレー介護ステーションつくば

◆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 あいリレーとよさと

◆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 あいリレー石岡
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