新年度が始まりました。
～今号の内容～
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皇寿園介護課の取り組み・
皇寿園の行事
新規採用職員紹介・皇寿園に
おける新型コロナウィルス対策
介護のワンポイントアドバイス
地域福祉情報
デイサービス情報
編集後記・他

４月から新しい年度を迎え、早くも初夏を迎えよう
としています。
皇寿園にも新しく職員が加わり、各階職員の配置転
換もあり、新体制でご利用者の皆様のお手伝いをさせ
て頂いております。
新型コロナウィルス感染症対策で様々な面で制限
されてしまう中ではありますが、職員一丸となって利
用者の皆様に毎日を安心して楽しく過ごして頂ける
よう努めております。
今年度も「皇寿園」並びに「広報誌きらめき」をよ
ろしくお願い致します。
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皇寿園介護課の取り組み

ケアプランを基本に、個々の利用者に合わせた支援を。

令和２年度 皇寿園のスローガン

私たちは、個人の持っている知識、技術を
最大限に生かして、得意を伸ばし、苦手に挑み、
その人らしい生活を送れるようチーム一丸で支えます。

１階介護課

２階介護課

2

１階では、利用者の皆様お一人おひとりの気持ちに寄り添い、穏やかに安心し
て過ごしていただけるよう環境作りや身体状況に応じた活動への参加支援を行
っています。
これからも利用者様やご家族様、地域の皆様とのふれあいを大切にしながら、
笑顔で楽しく生き生きと生活していただけるよう支援していきたいと思います。

2 階では毎月の誕生会を利用者様と一緒になりお祝いをしております。ま
た、誕生月の方とドライブや散策に行き皇寿園での生活を楽しんでもらえる
ようにしております。
こらからも皆様と一緒に楽しく元気に過ごしていきたいものです。

皇寿園広報

３階介護課

きらめき

今年度も料理クラブに書道など様々なクラブ活動を企画し、利用者様の笑
顔や、やりがいを見つけられる様に工夫を凝らしながら実施していきたいと
思います。また、月の行事も大切にし、季節を感じながら楽しく過ごして頂
けるよう支援していきます。
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皇寿園１月～４月の行事

仕事始め式

書初め

節分豆まき会

園内でのお花見
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新人紹介
４月１日より皇寿園に新たに介護士が 2 名入社しました。
新しい環境の中で覚えることも多く、慣れるまでには少し時間がかかるかと思いますが、ご
利用者の皆様、ご家族の皆様にはご迷惑をおかけしないよう充分に配慮して参ります。
上司や先輩職員からの教えはもちろんですが、ご利用者の皆様、ご家族の皆様との関わりが
何よりの勉強になるかと思いますので、是非お声かけ頂ければ幸いです。
令和 2 年度 辞令交付式

皇寿園 介護課 ２階勤務
たなか

田中

み

ほ

美帆さん

皇寿園 介護課 3 階勤務
おにつか

鬼塚

な

な

奈々さん

併せて、皇寿園内での各階職員の配置転換もありました。
面会制限等解除となった際に職員の顔ぶれも少し変わっているかもしれませんが、これまで同様
にどうぞよろしくお願い致します。職員一同、ご家族の皆様とお会いできる日を、そしてご利用者
の皆様がご家族の皆様とお会いして喜ばれる姿を見れる日を心待ちにしております。

皇寿園における新型コロナウィルス感染症対策について※4 月 15 日現在
新型コロナウィルス感染症につきましては、全国的に感染者も増加し、未だに終息の見通しもつか
ず日々ニュースで取り上げられている状況です。
皇寿園におきましても国からの通達に従い、利用者・ご家族・地域の皆様に、面会制限、行事の中
止・縮小、外出泊の禁止等、多大なるご協力を頂いております。改めてご理解とご協力に感謝申し上
げます。
現在、職員も一丸となって手洗い・うがいの徹底、１日２回の検温、業者の館外対応、日常生活に
おける３密（密閉・密集・密接）を避ける、県外への移動自粛等、徹底した感染症予防に取り組んで
いるところです。
ご利用者の皆様の健康と命を第一に考えての対応ではありますが、皇寿園のような施設がご利用者
の皆様の「生活の場」であり、ご家族様との家庭の延長線上にあるものだということを常に念頭に置
いて、今後の対応につきましても随時検討して参ります。
今後、対応等の変更がありましたら、その都度ご案内・ご
◆お問合せ◆
連絡させて頂きます。また、不明な点・ご要望等ありました
特別養護老人ホーム皇寿園
電話番号：０９８５－２４－８５１８
ら遠慮なくご連絡ください。
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介護の
ワンポイント
アドバイス
新型コロナウィルスの世界的な流行に伴い、日常生活の必需品となった「マスク」。今回はマスク
の正しい使い方とその効果について再確認したいと思います。

マスクは外からの粉塵・花粉・ウィル
ス等を防ぐ効果、様々な所を触った手で
直接口や鼻を触りにくくなる効果、咳や
くしゃみでウィルス等を撒き散らさな
い効果等があります。
外からの侵入を防ぐ効果が大きいよ
うに思われますが、ウィルスの中には非
常に小さくマスクの繊維を通り抜けて
しまうものもあります。逆に風邪やイン
フルエンザの患者は１回の咳で約１０
万個、くしゃみで約２００万個のウィル
スを放出するといわれ、それらを含んだ
飛沫による周囲の汚染を最小限に留め
る効果は高いといわれています。

１．ゴムひもで固定し、鼻・口・あご
を覆う。特に鼻と口を両方確実に
覆うことがポイント。
２．鼻の部分を抑えて隙間ができない
よう、顔にフィットするよう調整。

マスクの外側には様々な菌やウ
ィルスが付いている可能性があ
ります。使用中はなるべくマスク
に触らないようにしましょう。触
った時には手を洗いましょう。

１．ゴムの部分を持ちフィルターの
表面部分に触れないように外す。
２．ビニール袋等に入れて口を縛り
破棄する。
一般的に布マスクよりも不織布マスクの方が
３．手を洗う。
衛生的で感染防止にも効果が高いといわれてい
ます。しかし、新型コロナウィルスの蔓延によ
り、使い捨てのマスクはなかなか手に入らない
状況が続いており、洗濯して再利用できる布マ
スクが改めて注目されています。
１．標準濃度の衣料用洗剤(使用量の目安に従っ
布マスクは繊維の目が不織布マスクに比べ大
て洗剤を水に溶かしたもの)にマスクを 10
きく、ウィルス等が通ってしまう可能性が高い
分ひたし、軽く押し洗いし、水道水ですす
事や間違った方法で使用する事で雑菌が増え、
ぎをしたあと、マスクの水気をきる。
かえって不衛生になったりする可能性が有りま
２．塩素系漂白剤 15ml を水 1L に溶かして、
すが、手で直接口や鼻を触りにくくする効果・
マスクを 10 分ひたす。
咳やくしゃみの出る人が周囲に飛沫を飛ばさな
３．水道水を用い充分にすすぐ。
い効果はありますので、正しく効果的に使用し
４．清潔なタオルに挟んで水分を吸い取る。
ていきましょう。
５．形を整えて日陰で干す。
今回はマスクの効果と正しい使い方について掲載しました。ですが、感染症予防の基本は何より
も手洗いです。石鹸を使って正しく手を洗うだけで９９％以上のウィルスを落とすことができます。
新型コロナウィルスについては先の見えない不安感が続きますが、正しい知識と方法、情報を知
ることで少しでも安心に繋がればと思います。
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皇寿園在宅介護支援センター／在宅ケアセンターからのお知らせ
４月より在宅介護支援センターに新しく職員が加わりました。
皇寿園在宅介護支援センター
ケアマネージャー
のうとみ

納富

り

よ

理世さん

１月から皇寿園在宅介護支援センターに勤務しています。ケアマネ歴
は３年です。
まだまだ知らないことばかりですので、地域の方々、皇寿園の皆様、
ご指導等、宜しくお願いします。「気軽に話かけてください。」

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

いきいき

21日（火）

19日（火）

2日（火）

7日（火）

4日（火）

1日（火）

６日（火）

健幸運動教室

28日（火）

26日（火）

16日（火）

21日（火）

18日（火）

15日（火）

20日（火）

28日（火）

25日（火）

29日（火）

27日（火）

（場

所）

前浜公民館
前浜地区
高齢者福祉サロン
(場

所)

13：30～
13日（月）
13：30～
公民館
前浜サロン

13：30～
11日（月）
10：00～
公民館
前浜サロン

13：30～
8日（月）
13：30～
公民館
前浜サロン

13：30～
13日（月）
10：00～
皇寿園
前浜サロン

13：30～
17日（月）
13：30～
皇寿園
前浜サロン

13：30～
14日（月）
13：30～
皇寿園
前浜サロン

13：30～
12日（月）
13：30～
公民館
前浜サロン

※感染症等の状況 「介護ｱﾄﾞﾊﾞ 「出前講座： 「食中毒につ 「きらめき講 「出前講座： 「室内の転倒 「看護学生の
座：認知症に ニュースポー 予防と福祉用 健康教室と
により中止・日程 ｲｻﾞｰによる 笑いの講座」 いて」
ついて」
ツ」
具について」 ゲーム」
変更等になる場合 卓球バレー」
があります。
茶話会

ふれあい会食会

茶話会

ふれあい会食会

茶話会

茶話会

茶話会

毎日運動したり、できる家事は率先して行ったりと、日常生活のなかで生活機能の低下を防止し
たり、機能向上を図っている方もいると思いますが、
「自分の生活は、できるだけ自分で行えるよう
に」を目標に、取り組んでいく姿勢が大切です。
要介護状態になることをできる限り防ぐこと、要介護状態になってもそれ以上悪化しないように
維持することを目指して地域の活動やサロンに出かけてみてはいかがでしょうか。
今年度も、前浜地区公民館において地域の高齢者の皆様のふれあいの場として、
「前浜地区高齢者
福祉サロン」や「いきいき健幸運動教室」など、中央東・檍地区地域包括支援センター、訪問看護
ステーションＴＯＭＯ、Ｒｅ＋ｍｏｖｅと協力して一緒に開催致します。１年間にわたって楽しん
でいただける内容を用意しております。
「歩くことが辛くなった。」
「外出することに自信がない。」
「出かけたいけど足がない。」など、自
宅から出る機会が少なくなっている方、送迎の準備もあります。ぜひ参加してみてください。お待
ちしております。詳細は地区回覧をご参照ください。
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皇寿園デイサービスセンター情報 ☎３１－６２６３
新しい年度を迎えましたが、今年度も皇寿園デイサービスセンターでは皆様に「来てよかった。楽しか
った」と感じて頂けるようなレクリエーションやクラブ活動、生活機能訓練を実施していきます。
在宅で生活される高齢者の皆様の生活を支えていけるよう、より一層のサービス向上に努めて参ります
のでよろしくお願いいたします。

１月は毎年恒例の初詣に行って参りました。一ツ葉稲荷神社へは例年以上に気候
も良く、暖かい中での参拝となりました。「今年もいい一年になりそうだ！」「家
族の健康をお祈りしたよ」など楽しく参拝出来たようです。

２月は市民の森公園へ寒梅見学に行って参りました。甘～い梅の香りに「こ
の匂いを嗅ぐと春が来たような気がする」「次は桜が楽しみ！」など外出の楽
しみがだんだん高まっているように思われます。梅の花を見ながら俳句を考え
る利用者や温かいお茶がとても美味しく感じられる利用者もおられ、楽しい寒
梅見学になったようでした。

３月は新型コロナウィルスの影響で桜花見見学のドライブが中止となりま
した。代わりにデイサービスセンター内でのお花見となりました。「やっぱ
り桜はきれいだねぇ～。」「センターの桜もスゴクきれいだねぇ～！」など
喜びの声が多く聞かれました。

５月以降、一部の行事は中止となりますが、様々な行事・レクリエーションを予定してます！
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介護課 １階フロア所属
いとう

伊藤

み

ち

こ

美稚子さん

以前は静岡で５年間介護の仕事に就いてい
ました。
初めての土地で介護の仕事に就くにあた
り、先ずは生活や文化などを知ろうとしばら
く期間をおきましたが、より専門性を高めら
れる職場で働き、学びたいと思い皇寿園に入
社させて頂きました。
ブランクがあり、年齢的にも瞬発力に欠け
る面もあるかと思いますが、利用者の皆様が
安心した生活を続けられるよう、実直にコツ
コツと努力して参ります。

皇寿園広報「きらめき」第９７号でお知らせ
致しました「社会福祉法人日向更生センター５
０周年記念事業」につきまして、新型コロナウ
ィルスの感染拡大と未だ先の見えない状況を
考慮し、中止とさせて頂く事としました。
何卒、ご理解の程よろしくお願い致します。
記念事業は中止となりますが、職員一同 50
年のあゆみを改めて振り返り、これからも利用
者・ご家族・地域の皆様に安心して生活して頂
けるようなサービス提供に努めて参ります。
今後ともよろしくお願い致します。

施設の名称にもついている「皇寿」という
言葉ですが、実は１１１歳を表しています。
100

1

99

10

９９（「百 」引く「一」＝白）と１２（「十」
2

12

足す「二」＝王）を足すと１１１（「白」足
す「王」＝皇）となります。
「皇寿園」の名称にはご利用者の皆様のご健
康とご長寿への願いが込められています。

編集後記
春を迎え新年度が始まりましたが、全世界には新
型コロナウィルスの蔓延が。その影響で行事やイベ
ントの中止、東京オリンピックまでも延期となり、
不用不急の外出を自粛する要請が続いているのに加
え、マスクや消毒薬等の物品が手に入りにくい状態
があり、世の中に暗い影を落としているように感じ
ます。
利用者の皆さんやご家族の方々にも面会制限をお
願いし、ご不便やご不安をおかけしております。
この事態がなるべく早く終息することを日本中の
世界中のだれもが祈っていることと思います。今は
みんなが感染拡大防止に努めることでこの状況を乗
り切っていくしかありません。そして一日も早く通
常の生活を取り戻し、来年の夏には東京オリンピッ
クを皆で観戦できる事を願うばかりです。

５月～６月の行事
ライトガーデン（第 2 水曜）
皇寿園・明星園合同
防災訓練（未定）
皇寿園歌謡祭（未定）
ライトガーデン（第 2 水曜）

新型コロナウィルス対策として全体行事は縮小し
ておりますが、各フロアごとの誕生会・レクリエー
ション・茶話会等、随時開催しております。

発
行／特別養護老人ホーム皇寿園・皇寿園在宅福祉事業部
編集スタッフ／中原 達郎
齋藤 太郎
村社 美歩
柳田 典子
畠中 昌子
岡田 幸代
小城 真彦
阿部 彰人
皆さんのご意見もお待ちしております。連絡先 → 特別養護老人ホーム 皇寿園

宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－６５０
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