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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庭の福祉農園で野菜を育てています。

株式会社アイリレーとよさと

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

けい すけ

田中 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。

お花見

４月２日（金）

唐揚げや卵焼き、ウインナーなどが入った特製弁当とおにぎりを用意し

てお花見をしました。皆さんきれいな桜吹雪に歓声をあげ、五感で春を感じながら、ゆった
りした時間を満喫されました。

手作りおやつ

（担当：田島）

誕生日会

ミルクわらび餅

今月は３名の方が誕生日を迎え
られました。今回の誕生日会は、
牛乳と片栗粉を弱火でかき混ぜて作っ

あいリレーの事業所合同のオンラ

たミルクわらび餅にきな粉と黒蜜をかけ

インで行われました。お一人の方

て完成です。優しい甘さが口の中に広が

は、90 歳になられ卒寿をお祝い

り、好評でした。

しました。（担当：山崎・佐藤）

（担当：﨑村）

工作レク

福祉農園

クラフトパンチで切った桜を丸い用紙に貼り
大根とカブの種をまき、晴れた日には水や

付けた春らしい飾りとフェルトを縫って作った

りをしています。

可愛らしいこいのぼりができました。
今月のカンファレンス

お楽しみメニュー

3/23 に行われた、グループホームで２年に一度実施
されている外部評価についての報告がありました。
身体拘束の考え方や、災害時の指定避難所とは別の福
祉避難所の市役所への確認、サービス内容に関する相
お寿司は
久しぶりだね♪

談・苦情の窓口担当と対応担当は分けて設置する事、ま
た利用者様が可能な限り自立した生活が送れるよう、入
浴の着替えの準備や利用者様が出来る事は職員と一緒
に行っていく等、外部調査員の方からいただいた様々な
アドバイスを全体で共有しました。いただいたアドバイ
スを基に、これまで以上に利用者様へのサービスの質の

皆さんが大好きなお寿司でした。ホーム内

向上を図っていきたいと思います。

の献立ではなかなか出せないお寿司を笑顔で
完食されていました。

事業所の取り組み
『初心に戻り、
丁寧な介護をしましょう』
今年は 6 名の新入社員が

』

入社しました。新入社員のお
手本になるよう、初心に返
り、丁寧な介護や行動を心が
けたいと思います。

ご利用者様ご家族様におかれましては外部評価のア
ンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

5 月の行事予定

6 月の行事予定

１日 体重測定

1 日 体重測定

5 日 端午の節句

11 日 防災の日

9 日 母の日

14 日 お楽しみメニュー

１１日 防災の日

17 日 誕生日会

１4 日 お楽しみメニュー

20 日 父の日

23・28 日ポピードライブ

ドライブ

防災訓練
7・27 日 手作りおやつ

11・25 日 手作りおやつ

13 日 工作レク

27・28 日 工作レク

柴原医院往診 4 日・18 日

柴原医院往診 1 日・15 日

訪問看護 6 日・13 日・20 日・27 日

訪問看護 3 日・10 日・17 日・24 日

理美容サービス 月２回

理美容サービス 月２回
※予定は変更になる可能性があります。

居宅介護支援事業所
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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

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

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。

籍されました。笑顔がそっくり
なお二人。末永くお幸せに！

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

◆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

◆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

あいリレーとよさと
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