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新年明けましておめでとうございます。

令和3年 丑年 前進の年になりますように

100年前の1920年、ベルギーで第7回オリンピックが

開かれた時の状況が、昨年の世界状況とよく似ていた

事をご存じでしょうか？ スペイン風邪と呼ばれる感染

症（正確にはH1N1亜型インフルエンザ）が全世界に蔓

延し、人類最悪のパンデミックと呼ばれたそうです。

それから100年、人類は進化したようであまり変わら

ないという現実を昨年は嫌というほど突き付けられた

年でした。当施設でも様々な取り組みを行ない、新しい

生活様式を実践しており、その一端をご紹介しようと思

います。

まずは建物入り口のすべての玄関にて、消毒剤を染

み込ませたマットで数回靴底を拭く。踏めない車いすの

方は靴裏を消毒液でスプレーする。両手をアルコール

ジェルでしっかり消毒した後、モニターか非接触型体温

計で測定し建物に入る。もちろん全職員同じですし、1

日3回の体温チェックも義務です。マスクは職員も入所

者、通所ご利用者全員着用で、入浴介助の時もマスク

かフェイスシールドを着用しています。ご家族には快く

マスク持参に協力して頂き感謝申し上げます。

建物内は数か所改修し、隔離できるような半透明の

パーテーションを二重三重に取り付け隔離部屋を各階

に設けました。個室には専用の吸排気装置、各フロ

アーや食堂には安定型次亜塩素Naを使った除菌消毒

機器を常時稼働させています。食事のテーブルは全て

アクリル板を設置し距離を保った椅子配置とし、定時の

換気、物品の消毒も徹底して行なっていますが、

完璧に感染症を防ぐのは困難といえます。ご家族の面

会制限もやむを得ずオンラインのみでお願いしており

ます。また、新規の入所、通所ご利用者に対しては全

員PCR検査を行ない、陰性が確認された後からの利用

開始とさせて頂いています。

いつか元通りの生活に戻れることは考えにくく、私達

は覚悟を決めて新しい生活様式、行動変容を取り入れ

ることが必要なのではないでしょうか？

共生という言葉は、新型コロナを始めとする様々な感

染症や災害があっても人間として共に生き抜いていくと

いう意味を持ちます。私達は慎重に賢く、そして前向き

に進んでいきたいものです。

最後に私の好きな言葉を紹介し、ご挨拶の締めとさ

せて頂きます。

「人生とは嵐が去るのを待つ場所ではなく、雨の中で

もダンスを楽しむことを学ぶ場所である。」

～イギリスの女性作家の言葉より～
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今回の作品展はご利用者様が私生活で長年培われ

た作品も多数並べられ、その趣味の域を超えた職人技

とも思われる質の高い作品の数々に、観覧の方々から

「素晴らしい」との感嘆の声が次々とあがっていました。

また、職員Before・After写真展では、面影ある幼き写

真に目を細める方や面影の全く無い姿に笑いだす方も

おられ、まさに「『もの（作品）』を通して交流を深める」良

い時間となりました。

News 2020/11/16 ～ 30

「おおつかの郷秋の作品展」

を開催しました

おおつかの郷では、レクリエーションやグループリハ

ビリの時間を中心に、創作活動にも力を入れています。

その活動種類は、ご利用者様のご興味や適性を活か

せるよう、習字、絵手紙、俳句、カメラ、…等々、多種多

様です。今回は、このような日頃の創作活動の披露の

場となりました。

作品展では、以下の3つのテーマで展示しました。

①日頃の施設内での創作活動の作品

②ご利用者様や職員の趣味・技術作品

③職員のBefore(幼少時代)⇒After（現在）の写真展

新型コロナウイルス感染症に関する

当施設の感染防止対策について

医師・看護師・介護福祉士・管理栄養士・リハビリ等からなる感染防止対策チームのもと、感染防止対策を徹底して行っております。
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スタッフの対応

100％の全員マスク着用

入浴介助時もマスクまたはフェイスシールド着用

手洗い、うがい、手指消毒の徹底

スタッフに1人1本の消毒スプレーを携帯し、適時適切

な手指消毒を実施

検温、体調チェック

出勤時を含め１日３回の検温、体調チェックを実施

食事は部署ごとに部屋を分け、食事中の私語厳禁

更衣室では、少人数、私語厳禁、更衣5分以内を徹底

マスク、手指消毒の徹底

入所・通所ご利用者様全員に実施

密にならない工夫

ご利用者様が密にならないよう十分なスペースの確保

テーブルには飛沫防止対策のためアクリル板を設置

ご利用者様への対応

施設管理の対応

換気

サービス提供時間中は2時間おき（10時・12時・14時・

16時）に10分間換気を実施

空間除菌

サービス提供時間中は安定型次亜塩素酸ナトリウム

をドライミスト化し噴霧することにより空間除菌を実施

施設除菌

消毒スプレーを用いて、手を触れる箇所の消毒を実施

（テーブル、椅子、トイレ、洗面所、手すり、福祉用具、

リハビリ用具、パソコンなど）

・施設内出入りの際に靴底の消毒を実施

・ゾーニングパーテーションの設置

・個人防護服の正しい着脱方法の指導

・毎週、感染防止対策会議を開催

・新規の入所、通所ご利用者に対しては全員PCR検査

を行い、陰性確認後、利用開始



五回目の年女。丑年の女性は一生働くと義母に言われた

のを覚えています。しかも私は天草出身。天草の女性は強

く、よく働くと言われます。自分自身と向かい合いながら仕

事をしていきますのでよろしくお願いします。

【相談部 北川ふみ】

丑年の勝野でございます。年女ということで、この一年間

違いなく良い年になる！いろんな分野に目を向けて、自分

磨きにモーレツにチャレンジしていきます！コロナウイルス

が落ち着いたら趣味登山も楽しみたいです！

【相談部 勝野美佳】

昨年は、新型コロナウイルスの流行による長い自粛生活

等で、いつもより1年が早く過ぎていったように思います。大

変な世の中になっていますが、こんな時だから、人と人と

の関りを大切に、そして自分自身を大切にする気持ちを忘

れず、今年１年を年女パワーで元気に頑張ります！

【相談部 古賀かおる】

一日一日が大切な年代になりました。同年代や友人に会う

と老後の事、身体の会話が多くなってきました。毎日仕事

で若いスタッフに囲まれて日常でもメリハリがある事に感謝

です。今年も”モウ進”して頑張ります。皆様どうぞよろしく

お願いします。

【介護部 阿瀬知秀子】

おおつかの郷に入職して十数年の月日が流れました。い

ろんな事を学び、いろんな事を経験させて頂きました。今年

も１日１日を大切に、「牛」のようにマイペースに焦らず、

日々精進していきたいとおモーいます。

【介護部 荒木裕喜】

本当に早いもので、還暦を迎える年齢になりました。今出

来る事、今出来る仕事を大切にし、健康に気を付けて暮ら

していけたらと思います。

【介護部 香月玲子】

こんにちは。ポジティブモンスター尾前です。

今年はいったいどんな１年になるのか不安もありますが、

今年も入所者の方と楽しく笑って過ごせるように頑張りま

す。

【介護部 尾前香織】

年

年 女

健康に気を付け、牛のごとく「のっしのっし」と踏み固め、仕

事を頑張っていこうと思います。

【看護部 福田ミユキ】

入居者との関わりを大事にしながら自身の健康管理を行

い、業務に取り組みたいと思います。

【ケアガーデン陣内 緒方佳世】

気持ちだけは、ずっと18歳のままの私です（笑）。本年も皆

様に助けられることばかりだと思いますが、感謝の気持ち

を忘れずに頑張ります！

【事務部 稗田可恵】

育児休暇から復帰して新たな生活スタイルが始まる１年で

す。育児に仕事にゆっくりと自分のペースで取り組んでい

きたいと思います。

【リハビリ 長山静香】

よく御利用者の方や時々職員にも40代、50代に見られる

私ですが、本当は今年で36歳になります。今年は年相応

に見られるように、元気にハツラツと頑張りたいと思います。

【通所リハビリ 大塚美由紀】

あれっ、36歳？48歳？だったっけ（笑）これからもたくさん

勉強して、今年も皆さんに感動を送り続けたいと思います。

いつまでも気持ちは若く︕還暦だよ～ ぴえん。

【通所リハビリ 松本順次】
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休暇中は自粛生活をしていましたので、今は担当のご利用者様と交流でき

るリハビリの時間を楽しませていただきながら、より良いリハビリの提供を

心掛けております。

これからも作業療法士として自分にできることを精いっぱい励んでいきたい

と思っております。
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男

頑張れ

ママさん

リハビリテーション科

作業療法士

長山 静香

現在は入所2階フロアを担当させていただい

ております。

昨年12月に男の子を出産し、1年間の育児

休暇を終えて3人の男の子の子育てと仕事

の両立の生活が始まりました。休暇中に世

の中も施設も生活スタイルが随分と大きく変

わり、現在は環境の変化に慣れることで精

いっぱいですが家族や同僚のサポートに助

けられており、感謝の毎日です。



肉団子のみぞれ汁

作り方

① 豆腐は軽く水切り、大根はすり卸す。

② ボールに★の材料を入れ、混ぜ合わせる。

粘りが出たら、片栗粉を加え混ぜ合わせる。

③ 鍋に出し汁を入れて加熱し、②を肉団子に

して加える。
＊やわらかいのでスプーンで落とし入れると

簡単です。

④ 肉団子に火が通ったら、①の卸し大根と

塩・薄口醤油・料理酒で味を調えたら、

出来上がり♪

材料（4人分）
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年末年始は美味しいものを食べ過ぎた！などの話はよく聞

きますよね。そんな疲れた胃腸にやさしいレシピをご紹介し

たいと思います。

鶏肉に含まれるたんぱく質の中の「メチオニン」は肝臓の毒素を排出し、肝臓機能を高める効果が期待でき、特にお酒をよく飲む

人にオススメ食材です。また大根には消化を助ける成分がたくさん含まれ大根の辛み成分には、殺菌作用もあり食中毒を防い

でくれます。夜食として食べても胃の負担が少なく、今回は肉団子に豆腐をを入れており、やわらかい仕上がりのため高齢の方

やお子さんも食べ易いと思います。

おまかせレシピ

- 編集後記 -

去年はコロナに振り回され続けた1年でした。テレビを見てもネットを見ても、コロナコロナ・・・。毎日のネガティブな報道にホ

ントうんざりします。今年はコロナで延期になった東京オリンピックが規模を縮小して開催されるようです。日本人選手の活躍に

期待して、このネガティブな雰囲気を吹き飛ばして貰いたいものです。

エクササイズ やってますっ！！

おおつかの郷では食後の昼休みを利用して、リハビスタッフを中心に、

健康維持とダイエット（?）を目的に毎回メニューを変えながら行なってお

ります。結構ハードな持久系の内容で、終わる頃にはしっかりといい汗

をかいています。まだまだ結果にコミットしておりませんが、これからも

続けていきます。

★鶏挽肉 150g

★絹豆腐（木綿可） 50g

★卸生姜 2.5g

★濃口醤油 3㏄

★料理酒 3㏄

★大根 230g

出し汁 600㏄

塩 1g

薄口醤油 13㏄

料理酒 5㏄


