発 行
平成22年10月15日

第18号

安全・安心・ゆとり
川俣ホームは、利用者の主体性と
自主性を尊重し、人間としての尊厳
に根ざした介護を進めます。
川俣ホームは、家族・地域社会と
の連携を密にし、あたたかい家庭環
境を築きます。

朝顔のような夏のほほえみ
にっこりと満面の笑みを見せていただいているのは、川俣
ホームのムードメーカー、斉藤久子様です。
この写真は、今年も大いに賑わった納涼祭での１枚です。
色鮮やかな浴衣がとてもお似合いですね。
じょうだん好きの久子様、お話しも上手で私達職員一同い
つも笑わせていただいております。ニコニコしながら誰にで
も声を掛けられ、柔らかい雰囲気を生み出すお方です。
「ここのご飯は本当に美味しいね！」と、毎日3度の食事を
とても楽しみにされている久子様。その優しいほほえみで、
いつまでも私達を和ませてくださいね。
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月１日、納涼祭
が開かれました。今
年は例年にない暑さ
となりましたが、職
員・ボランティア・
ご家族、そしてご利
用者の皆様と
「夏」を
満喫しました。

昨

年大好評のフォトコーナーを
はじめ、職員による「水戸黄門」など、
笑顔あふれるお祭りでした。催しや屋
台、縁日を皆様楽しまれております。
祭りの締めといえば、やっぱり「お
囃子」ですね。太鼓の音に合わせて、
皆一緒に盆踊り。来年も日本晴れ
でありますように。
「小神やぐら会の皆様ありがとう

「暑い夏はやっぱり
かき氷だな」
「おかわり!
もう1杯!!」

ございました。来年もヨロシク
お願いします」

待

川

俣ホームでは初とな
る、腹話術の慰問があり
ました。皆様この日をと
ても楽しみにしており、
昔を思い出されているよ
うでした。
披露後に感想をお聞き
すると、
「懐かしかった !」
「人形がかわいかった !」
と口々に話されておりま
した。
今では珍しくなった腹
話術、是非また見せてく
ださいね。

ってました！今年も
山木屋太鼓の皆様が慰問
に来てくださいました。
太鼓の音はとても力強
く、身体の芯まで響きま
す。子供たちの真剣な演
奏を見つめる皆様の目は、
感激できらきら輝いてお
りました。演奏終了後は、
恒例の太鼓体験です。目
の前に太鼓が登場すると、
我先にとばちを手に取り、
思い思いに叩かれる姿は
とても印象的でした。
来年もまた、おまちし
ております!!

新

型インフルエンザの
影響を考慮し、昨年は縮
小開催だった敬老会、今
年は盛大に催されました。
米寿、喜寿などを迎え
た９名の利用者様に、記
念品が贈呈されました。
また、100歳を迎えら
れる三浦イト様には、総
理大臣より記念の賞状が
贈られました。
贈呈後には、ちゃんちゃんこ姿の皆
様並んで記念写真をパチリ
「まだまだ長生きするぞ!」

鮮 やかな盛りつけの料
理が並び、乾杯のかけ声
があがると、川俣シルキ
ーハーモニーバンドの生
演奏が始まります。皆様、
懐かしの曲に耳を傾けながら、美味
しそうに料理を召し上がり、優雅な
ひと時を満喫しておられました。
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25日（土）UFOチェリーアンサンブル様

9月20〜25日、敬老会
のお祝いを行ないました。
ステキな演奏や華やかな
ムームーに包まれたフラ
ダンスなど、毎日多勢の
方々のステージをご覧に
なり、ご利用者様も楽し
い時間を過ごされており
ました。
職員からはお祝いの品
贈呈、長寿番付の発表が
行なわれ
「まだまだ若い気
でいるんだ!!」と、意気込
みを聞かせて頂きました。

ご夫婦でお祝い
や

平 栗 辰 也

●職業：〜治療＆介護〜
GENKIDO

㈱ 源 気 堂
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24日（金）アリーポエ川俣様

代表取締役

●資格：● あん摩マッサージ指圧師
● はり師
● きゅう師
● 介護福祉士
● 介護支援専門員
● 柔道整復師
● 日本赤十字社救急法指導員 等

!!

そんな中︑ご利用者様︑

プロフィール

23日（木）アロハ・ケアヌ様

今 年の夏は例年にない暑 さ

平栗先生は、奇数月
の午後、レクリエーシ
ョンの時間に来園され
ます。いつも楽しいレ
ク体操、笑い声が絶え
ません。
「また来月、
みんな
待ってっかんない!」

職員共に毎年楽しみにしている夏まつりを︑八月九日

22日（水）川俣シルキーハーモニー様

〜十四日に行ないました︒わたあめ︑お好み焼きにか

21日（火）童謡を歌う会様

き氷︑水ヨーヨー︑輪投げと︑
﹁どこからまわろうか﹂

9月20日（月）アロハ・ケアヌ様

との声があちこちから聞かれます︒

平栗先生が
やってくる

敬 老 会

今年は︑きよしのズンドコ節を職員が披露し︑﹁アン

大人気は、かき氷
いちごとメロンどちらにします？

コール ﹂の多くの声︒ 来年も皆で︑夏まつりを楽し

み ましょう︒

こんなに大きなわたあめ
甘くておいしいよ！

!!

夜間消防訓練をおこないました

八月の消防訓練では去年に引き続き、非
常通報連絡網を使用した、全職員非常召集
した上での夜間消防訓練を行いました。
招集後の各職員は「通報連絡」
、
「初期消
火」
、
「救護」
、
「避難誘導」
の各班に分かれ、
それぞれの役割や器具
の使用方法、避難方法
等を再確認しました。
万が一の事態に備え、
いざという時に即行動
に移せるよう、これか
らも継続して訓練を行
っていきます。

感染症予防の基本について

ペットボトルのキャップで
世界の子どもにワクチンを届けよう

個人情報保護法により紙面に掲載されている写真は個人の承諾を得て掲載しております。

皆さんは「エコキャップ」という言葉をご存知で
すか？エコキャップとは、
「ペットボトルのキャップ
を捨てるのはもったいない、これを集めて何か出来
ないか」との発想から生まれた活動です。集めたキ
ャップをリサイクル事業者に買い取っていただき、
その売却益をワクチンを購入する資金として寄付す
るといったものです。
この度、川俣ホームでもこのエコキャップ活動を
始めてみようということになり、現在も継続中のプ
ルタブ回収に続き、皆様の善意をお待ち致しており
ます。個数はいくつでもかまいません。
成果が上がった際には、またこの広報でご報告さ
せていただきます。どうぞよろしくお願い致します!

※介護認定を受けていない方もどうぞ!!
ご家族同伴で見学随時OK、
窓口まで
お申し出下さい。 ☎565−2881

10月 紅葉狩り
11月 芋煮会
12月 クリスマス会

1月 新年会
2月 節分

〔発行〕社会福祉法人信達福祉会

●感染症の感染経路には、空気感染、飛沫感染、接触感染な
どがあります。それぞれに対応した予防を行いましょう。
感染が疑われる症状がある場合には、診断される前であっ
ても、速やかに予防をすることが必要です。
●感染は、大きく分けて経口感染とその他の接触感染（創傷
感染、皮膚感染）に分けられます。
経口感染…ノロウイルス、腸管出血性大腸菌等
その他の接触感染…MRSA、緑膿菌、疥癬等
これらは、手指・食品・器具を介して起こる最も頻度の
高い伝播です。汚染物（排泄物、分泌物など）との接触で
環境を汚染し、手指を介して拡がるので注意が必要です。

ノロウイルスとは
●ノロウイルスは人に経口感染して、伝染性の感染症を起こ
します。
●突発的に発生、感染することが多く、突然腹の底から込み
上げてくるような感触がきて、嘔吐してしまうことがあり
ます。しかも一度で終わらず、何度も激しい吐き気に襲わ
れ、その後は悪寒、発熱を伴うことがあります。これらの
症状は通常１〜２日で治癒し、後遺症が残ることもありま
せん。ただし免疫力が低下した老人では、死亡した例（嘔
吐物を喉に詰まらせることによる窒息、誤嚥性肺炎等）も
報告されています。

【感染経路について】

食中毒：ウイルスが蓄積する消化管を含む全体を生食する、
カキなどの二枚貝等により経口感染するもの
感染性胃腸炎：感染した患者の糞便や嘔吐物に排出された
ウイルスから、経口感染するもの
このケースは、糞便等の汚物を処理したときに少数のウ
イルス粒子が手指や衣類、器物などに付着し、そこから食
品などを介して再び経口感染します。また、少数のウイル
スが侵入しただけで感染、発病が成立すると考えられてお
り、わずかな糞便や嘔吐物が乾燥した中に含まれているウ
イルス粒子が、空気を介して経口感染することもあります。

生活の中でのうがい・手洗いが大切です

記録的な猛暑、残暑も過ぎ去り、よ
うやく秋本番を向かえた今日この頃、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
恒例の納涼祭＆敬老会大特集号、お楽しみいただけました
でしょうか。去年は新型インフルエンザの影響により、縮小
して行った敬老会、今年は皆様のご協力のおかげで盛大に開
催することが出来ました！本当にありがとうございました。
また来年に向けて、職員一同精進してまいります!!

特別養護老人ホーム

川俣ホーム

〒960‐1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2‐1 TEL024‐565‐2881 FAX024‐565‐2230
ホームページ・http://www.shintatsu.jp メールアドレス・kawamata@shintatsu.jp

4

