
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの笑顔が見たいから 私も笑顔で接します 

 

令和３年６月号 

   第１８９号 

 

株式会社アイリレーとよさと 
茨城県つくば市今鹿島 2535-2 
TEL029-847-0168 FAX 029-848-2252 
 

アキラーさん 

(あいリレー・ケアホーム石岡) 

いつも笑顔で利用者さま

からも大人気♪勉強熱心

な努力家さんで、利用者

さまにインドネシア語を

紹介してくれたり、文化

交流を楽しんでいます。 

カリスマさん 
(ショートステイ 

「あいリレーつくば」) 

スポーツなど体を動かす

ことや、アウトドアが大

好きです。利用者さまと

一緒に外出できるように

なる日をとても楽しみに

しています。 

 

フィトリさん 
(グループホーム 

あいリレーとよさと) 

明るく素直で、楽しいこ

とが大好き♪いつも笑顔

の人気者です。利用者さ

まと一緒にレクリエーシ

ョンをニコニコしながら

楽しむ姿が印象的です。 

レスニさん 
(あいリレー・ 

ケアホームつくば) 

字を書くことが得意で、

漢字やひらがなも達筆で

す。どんなこと 

でも一生懸命に 

頑張っている姿 

がとても素敵です。 

新年度が始まり 2 ヶ月が過ぎました。4 月の高齢

者介護・障害者福祉サービスの報酬改定に際しては、

料金制度の変更にご理解とご協力を頂きまして、あ

りがとうございました。 

報酬改定のたびに議論されるのが、少子高齢化が

進む我が国で、いかに人材を確保していくか、サービ

ス提供体制を維持していくか、という点です。 

あいリレーグループは、前身が学習塾・予備校など

の教育事業の会社ですので、福祉人材の教育、資格取

得については長年の実績とノウハウがあります。そ

れらを活用し、これからの福祉人材確保につなげる

ため、昨年と今年は止むなく中止しましたが小中学

生向けの福祉体験キャンプや、高校生向けの福祉講

座・介護職員初任者研修の開講を行っている他、

JICA（国際協力機構）の日系人研修生受入れ、イン

座・介護職員初任者研修の開講を行っている他、

JICA（国際協力機構）の日系人研修生受け入れ、イ

ンドネシアからの介護技能実習生受け入れなども行

っています。 

現在、あいリレーグループ各施設では、合計 8 名

の技能実習生が福祉現場で活躍しており、優しく丁

寧な対応で利用者さんからも喜ばれています。今後

とも、故郷を離れて日本で頑張っている彼女たちへ

の温かい応援をよろしくお願いいたします。 

 あいリレー福祉事業グループ 

      代表 村上 義孝 



  

端午の節句 

５月 5 日（水） 料理上手な職員達が、試行錯誤しながら試作を重ねて出来た、食べやすく

美味しい柏餅を皆さんでいただきました。鯉のぼりの歌を歌い、新聞紙で折った兜をかぶり

ました。（担当：土田） 

バーベキュー 

母の日 

5月 22日（土） あいにくの曇りでし

たが、利用者様と職員で賑やかにバーベ

キューをしました。準備から始まり、焼

きそばやフランクフルト、ミニおにぎり

などがお皿にぞくぞくと並べられ、ノン

アルコールビールで乾杯しながら、美味

しく食べました。（担当：澤邊） 

５月９日（日） 日ごろの感謝を込めてお一人おひとりにカーネーショ

ンをお渡ししました。おやつにはプリンアラモードを食べ、特別な母の

日になりました。 （担当：大里） 



 

  

今月のカンファレンス 

 

今月は保健衛生について勉強しました。１ケア・１手

洗い、爪を短く切り、石鹸を泡立て流水で十分に洗い流

し、手袋をした後も必ず手洗いすることを再確認し合い

ました。手洗い後は、アルコール消毒を行い、感染予防

を徹底したいと思います。 

また、６月１日から利用者様の新型コロナウイルスの

ワクチン接種が始まります。当日の流れや接種後の対応

を共有しました。熱発など副反応が心配されるため、夜

間帯は巡視の度に体温測定することが決まりました。 

お楽しみメニュー 

 ヨシムラミートさんの大きなメン

チカツが入った豪華なお弁当に皆さ

ん大変喜ばれました！（担当 吉田） 

事業所の取り組み 

 

 

 

6 月の行事予定 

 

1 日 体重測定・ワクチン接種 

10 日 ワクチン接種 

11 日 防災の日・お楽しみメニュー 

12 日 誕生日会 

14 日 ドライブ   20 日 父の日 

22 日 ワクチン接種 

7・25 日 手作りおやつ 

16・17 日 工作レク 

柴原医院往診 1 日・15 日 

訪問看護 3 日・10 日・17 日・24 日 

理美容サービス 月２回 

７月の行事予定 

 

１日 体重測定・ワクチン接種 

7 日 七夕祭り 

11 日 防災の日 

15 日 お楽しみメニュー 

25 日 運動会 

 

14 日・29 日 手作りおやつ 

26・27 日 工作レク 

柴原医院往診 6 日・20 日 

訪問看護 1日・8日・15日・22日・29日 

理美容サービス 月２回 

手作りおやつ 

『体調管理に気を付けて 

  業務に取り組みましょう』 

』 

 

』 

インドネシアのおやつのブブル・スムスムを

手作りしました。ココナッツミルクを使った

クリームにヤシ砂糖のシロップをかけて異

国の味を堪能しました。（担当：フィトリ） 

 季節の変わり目は寒暖差と

気圧変動が大きく、体調を崩し

やすい時期となります。さら

に、６月からコロナのワクチン

接種が始まる為、いつも以上に

体調管理に気を付けていきた

いと思います。 

※予定は変更になる可能性があります。 

初任者研修 

介護職員初任者研修の実習のひとつとして

足浴を行いました。一つひとつ手順を確認し

ながら、丁寧に洗い、利用者様も足の血行が

良くなった事で全身が温まりリラックスされ

ていました。 

 



 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） 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

   

  

  

 

 

職員のご家族があいリレーグループ内の施設を利用される場合、福利厚生の一環としてご利用料金の補助があります。 

ご利用の際はお気軽にご相談下さい。 

 

介護職員初任者研修講座開講中 

 今回も晋山荘から各事業所に、ライブ配信に

てお参りの会を行いました。 

なかなか安心して暮らせない世の中ですが、

そんな中でも皆さん一生懸命生きています。そ

れには修行が必要です。一生懸命生きて一生懸

命仏様に尽くすという菩薩道という修行です。

それを六波羅蜜といい、布施
ふ せ

・持戒
じ か い

・忍辱
にんにく

・

精進
しょうじん

・禅定
ぜんじょう

・智慧
ち え

という六つの修行です。 

これを心掛けていくことで、きっといやなこ

とも乗り越えて楽しいと思って過ごせるよう

になるでしょう。 

 

 

令和３年度第１回介護職員初任者研修

講座(つくば会場)が開講しました。 

あいリレーグループでは、無資格無経験の

職員さんも大勢入社されます。そのような

方々のために、講座を受けやすいようシフ

トの調整や受講費用割引等の資格取得支

援制度があります。スキ 

ルアップやキャリアアッ 

プを目指す幅広い年齢層 

の職員さん達をこれから 

も応援していきます。 

 

 

 

あいリレー 伝言板 

 

 

Q 介護職は誰でもなれるのですか。 

（土浦市 藤○さん） 

A  介護職員の資格としては、初任者研修や

実務者研修の修了者、介護福祉士や介護支援専

門員などがありますが、現在のところ、無資格

でも就業することができます。 

 ただ、2024 年には「認知症介護基礎研修」

修了が義務化される予定です。サービスの質の

向上のためにもいずれかの資格を取得したい

ものですね。 

 

 

※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１８９号 
令和３年６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 
https://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 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 

 

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ワクチン接種が始まっています。医療従事

者や入所系の高齢者施設関係者は一足早く接種され、つくば市でも

５月１７日に 65歳以上の高齢者の予約受付が始まりました。 

 あいリレーグループでも、施設の高齢者や職員に順次ワクチン接

種が開始されています。感染症の収束に向けて第一歩といった感じ

でしょうか。 

他のグループホームに勤めている私の知人も 5月上旬に１回目の

ワクチン接種を受けました。接種した当日は肩が重く感じたようで

すが、幸いにしてその他の副反応はなく、5月下旬の 2回目の接種

に臨むことができました。 

 ワクチンの効果はまだ目に見えてわかるようなものではありませ

んが、接種することにより、感染拡大を抑える効果が少なからずあ

ると思います。 

多くの方が速やかに接種され、安全な環境になることを願ってい

ます。 

 

 

介護保険 Q＆A 

お参りの会 

 

利用者様のお参りするご様

子も晋山荘に届いています。 


