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第４回 平成の森花火大会

介護老人保健施設 平成の森
利用者様と、職員とで4ヶ月ぶり！大型企画のレクリエー
ション、スタートです！
！
総勢50名の利用者様と外へ。そこには、ミュージックに合
わせた 噴出し花火 一人一人願いや思いを乗せた 打ち上
げ花火 その思いには「早くコロナいなくなって〜」の気持
ちが多くありました。コロナの影響で活動自粛の中で、利用
者様の喜ぶ姿、沢山の笑顔。皆様大喜びの花火大会でした。

猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、様々なレクリ

利用者様から「本当に楽しかった！」
「とっても良い企画

エーション企画の自粛をしてまいりました。その様な中、職

だった。」
「寝られるかわからない！」と沢山のねぎらいの言

員一丸となり「4回目を迎える花火大会を開催できないか？」

葉と興奮度を頂きました。

と検証を繰り返し、移動を含め3密とならないよう、様々な工
夫を行いました。

今回は、今までにはない希望と生きがいを感じる活動で
あったと思われます。

そして遂に7月31日、第4回 平成の森花火大会が開催され
ました。

今も尚、収束をみせない新型コロナウイルス。活動自粛を
余儀なくされていますが、進化あるイベントを考案し、今後

梅雨の時期という事もあり前日まで雨が続き、不安定な天
候状態でした。しかし、続いていた雨もこの日の朝には止

も求めていく要望を胸に、皆様と一緒に喜びを作り上げてい
こうと思います。

み、絶好の花火日和となりました。

あじさい通り 宮下 健一

イベント「かき氷」を開催しました

ロイヤルケアホーム川島

皆様、熱中症に気を付けてお過ごしでしょう
か？今回、日本の夏の風物詩「かき氷」に注目
しました。かき氷は、古く平安貴族も食したと
言われている食べ物です。夏ならではの初の
試みとして各階の食堂にて、おやつの時間を
利用して、
「イベントかき氷」を実施しました。
氷、かき氷機、練乳、あずき、バニラアイス、
いちごジャム、いちごシロップを準備。ご入居者様のお好み

大規模イベントはできず、残念ながら大勢での交流の場が

に合わせて、お好きな味でかき氷を提供しました。短時間

減ってしまいました。今後も、職員一同、ご入居者様の元気

でしたが、終始、ご入居者様の笑顔が見られて、とても楽し

で素敵な笑顔がみられるような関わりを考えて、提供して

いひと時を過ごしていただくことができました。

いきたいと思います。
株式会社社会福祉総合研究所

今年は、新型コロナウイルスの発生と感染拡大に伴い、

栄養科のユニフォームが新しくなりました

長嶋 一枝

平成の森・川島病院

長年着用してきまし

大変優れています。科内では女性職員を中心に数種類もの

た白衣でお馴染みの

中から連日意見を交わし、アクティブな印象とオリジナリ

栄養科のユニフォーム

ティー溢れる今回のユニフォームに決定いたしました。

が８月より新しくなり

栄養科では、入院患者様の症状や栄養状態に合わせた食

まし た 。新 た な ユ ニ

事を提供する事で、疾病の早期回復・合併症の予防を図り、

フォームは清潔感に溢

栄養面からサポートをしています。これからはこのユニ

れる白色を基調に、さ

フォームに身を包み、栄養科のモットー「心配りでより良い

り気ないオレンジラインと紺色の配色がお洒落な美しいデ

食事」を大切に引き続き患者様の栄養管理に取り組んで参

ザインになっています。素材も伸縮性抜群のものを使用し

ります。

チーム栄養科 の皆さん

ているので動きやすく、ポケットも多いことから機能性にも

総務課

松尾 篤

総務課の新しいメンバーを紹介いたします
総務課に新

左から岡崎さん、田中さん、小塚さん

平成の森・川島病院

したいという想いを

しいメンバー

強く持って います 。

が 3名 加わ

頼もしいメンバーが

りましたので

増えたことで、さらに

紹介いたしま

賑やかな職場となっ

す 。3 人 と も

ておりますが、ONと

様々な企業や

OFFをしっかりと切

施設で経験を

り替え、メリハリをつけて日々の業務に励んでおります。

され当院への

職員の皆さんが働きやすく、患者様やご家族に喜ばれる

入職に至りま

病院を目指して縁の下の力持ちになれるよう総務課一丸

した 。大きな

となって、引き続き頑張って参ります。

共通点は全員

の出身・在住地が『川島町』ということです。そのため地域

当院にお電話いただいた際に癒し系の声の女性が出た
らこの3人ですので、宜しくお願いいたします。
総務課

への愛情は院内の中でもより深く、住み慣れた地域に貢献

イベント「流しそうめん」を開催しました

松尾 篤

介護老人保健施設 平成の森
ました。普段、食事の
全量摂取が難しい利
用 者 様も、積 極 的に
そうめんを取って召
し上がる姿が見られ
ました。このようなイ
ベントで 普 段と違う
食事を楽しんで頂く
ことで 、喫 食 率 の 向
上につながるのでは

平成の森では夏のイベント

ないかと改めて感じました。コロナ禍でさまざまな制限が

としてフロア毎に流しそうめんを開催致しました。本格的

あります。この限られた状況の中でも利用者様に楽しんで

な流しそうめんを楽しんでいただくため、竹を模した流し

頂き充実した日々を過ごせるよう、今後もイベントを開催

台を使用致しました。流れてくるそうめんを取るには素早

出来るよう努めていきたいと思います。

この度、介護老人保健施設

栄養科

い動きが必要ですが、皆様上手に箸ですくい上げられてい

夏祭り2020

山﨑 美穂

平成の森・川島病院
今年は、魚釣りの魚を花火や風鈴やカブトムシ等、夏を
連想するイラストに変更し、季節を感じていただけるよう
にしました。また、A賞は作業療法士が作った作品、B賞は
参加賞と景品を用意しました。何を釣ろうか、景品はどれに
しようかと悩まれたり、スタッフと夏の話をしたりと皆様に
大盛況で、笑顔の花がたくさん咲いていました。
今回は、新型コロナウイルスの感染対策のため規模を縮

8月17日〜8月21日にリハビリテーション室の和室にて
夏祭りを行いました。毎年患者様に「夏」を感じていただく
ために行っています。

小しましたが、このような時だからこそ、季節感を感じてい
ただけるイベントを考えていきたいと思います。
リハビリテーション部

作業療法士

増田 茉莉恵

日本医師会「みんなで安心マーク」について

平成の森・川島病院

日本医師会より「新型コロナウイルス感染
症等感染防止対策実施医療機関

みんなで

安心マーク」が当院に発行されました。
本マークは、患者様に対して医療機関が感
染防止対策を取り組んでいることを示した
ものです。

インフルエンザ予防接種のご案内

平成の森・川島病院

毎年、冬の時期に流行するインフルエンザには予防接種

今年度は、コロナウイルス感染症が流行っており、コロナ

が有効です。インフルエンザ予防接種はインフルエンザに

ウイルス感染とインフルエンザウイルス感染は区別がつき

かからなくなるわけではありませんが、かかりにくくなる、 にくいため、風邪には一層の注意を払わなければならない
またはかかっても軽い症状で済むというのが利点です。

でしょう。

平成の森・川島病院では
中学生以上の接種を
おこないます。

編集後記

６５歳未満の
方の予防接種は
自費での接種に
なります。

６５歳以上の
県内の高齢者は
公費負担が
あります。

読書の秋を楽しんでみる！

ふれ愛が発行される10月には夏の厳しい暑さも終わり過ごし
やすい秋の気候になっていることでしょうか。読書の秋、スポーツ
の秋、食欲の秋と色々な楽しみがありますが皆さんはどのような
秋を堪能されていますか。コロナ禍が続き、自宅で過ごす時間が
多いからこそ読書の秋を楽しんでみるのはどうでしょうか。
読書から得られることってなんでしょう？ハウツー本では新た
な知識や考え方にふれることで人としての成長をさせてくれたり

します。小説では物語を疑似体験することで想像を膨らませる力
や、登場人物に感情移入することで共感する力を身につけること
が出来たりします。私自身、最近は読書をすることが少なくなって
いたのでコロナ禍というピンチをチャンスと捉えて新しいジャン
ルの本に挑戦してみようと思います。
平成の森・川島病院
リハビリテーション部 理学療法士 遠田尚博
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