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令和２年 7月 10日発行

特別養護老人ホーム　朝陽ケ丘荘

第 31号

満開の桜と笑顔満開のデイサービスつながりの皆さん

朝陽ケ丘荘 　支援課長 　中原　克子
　この度支援課長として着任いたしました中原克子と申します。
　日頃より当荘の運営におきまして利用者様をはじめご家族様、並びに地域の皆様のご協力をいただき心より感謝申し
上げます。
　「絆できらめく　ひと・まち・自然　未来へつなぐ　共生の郷」佐用町で利用者様が、いきいきとした生活ができる環
境を作りたいと考えております。
　地域とのつながりを大切にしながら、利用者様の人権やその人らしさを尊重し、常に利用者様の立場に立った施設サー
ビスの提供に努めるとともに、個々の想いに寄り添いその人らしい日常生活を営むことができるよう支援いたします。
　また、今後、全国的に高齢化が進む中、佐用町は高齢化率が４２．３％と兵庫県下トップで推移しています。その中
で施設サービス、地域密着型の介護に取り組み、一つのモデルケースとなるよう、微力ではございますが頑張りたいと思っ
ております。よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

公開講座

寺子屋あさひ

☎0796-82-3645まで
浜坂温泉保養荘
〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775

1泊2食6，800円～
※65歳以上（平日）お知らせ



食中毒に注意！食中毒に注意！

管理栄養士管理栄養士

　時節柄、日中の気温も夏日を記録する気候になり、また、梅雨入りに伴い、80％を超える
湿度となっています。食中毒を起こす細菌の多くにとっては好条件となっています。20～
40℃では短時間で増殖し、食中毒を起こすリスクが高くなるため面会時の生ものの差し入れ
はご遠慮いただいています。食中毒予防の３原則は「つけない・増やさない・やっつける」です。
「手洗い・温度管理・加熱」をしっかり守る必要があります。施設は集団生活であるため、ご
理解ご協力をよろしくお願いいたします。

感染防止及び予防対策について感染防止及び予防対策について

医務室医務室

　令和２年１月からインフルエンザの流行期に入り面会自粛をお願いしていたところ、新型コロナウイルスの感染拡
大に伴い、引き続き面会自粛となりました。今回、感染症は施設で発生することはなかったもののその間、ご家族様
には大変ご心配をおかけしました。
現在、施設では、『感染を持ち込まない・持ち出さない』を徹底するため、下記①～⑥を実施しています。
　①　職員のマスクの着用
　②　１行為１手洗い・消毒の徹底
　③　職員及びデイ・ショート利用者の利用開始時の体調確認
　④　業者等外来者が入る際の体調確認
　⑤　受診等外出時の利用者のマスク着用
　⑥　館内の定期的な消毒
また、このたび非常事態宣言の解除を受け、当施設では面会を再開させていただきました。ただ、重症化しやすい高
齢者が生活する施設であるため、完全に施設を開放することは出来ない状況です。
そのため、下記①～④の対応をさせていただいております。
　①　面会場所は玄関ホール対応とする
　②　面会来訪者の体調確認、手洗い及びマスクの着用
　③　面会時間は 15分程度
　④　（３密を避けるため）面会日時等の事前連絡
併せて、中学生以下の方や風邪症状のある方はご遠慮いただく等、今しばらくご家族様にはご理解ご協力をよろしく
お願いいたします。　

令和２年度　特別養護老人ホーム朝陽ケ丘荘　事業計画

１　地域の元気を支える取組の展開
　　　『寺子屋あさひ』の実施等による地域と連携した「社会体験プログラム」の活用

２　多様なサービスの充実と展開
　　　「ラウンド・ケア・サービス あさひ（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）」の充実
　　　「ノーリフティングケア」の推進・定着及び介護技術の向上
　　　介護ロボット（見守り支援機器）の導入・効果検証

３　堅実な運営の継続
　　　今後の事業展開を踏まえた大規模修繕の実施

新たな職場でがんばってください

よろしくお願いします
朝陽ケ丘荘に新た

に加わった職員を紹介します



食中毒に注意！

管理栄養士

感染防止及び予防対策について

医務室

①抱負　　②生活の楽しみ

新たな職場でがんばってください新たな職場でがんばってください新たな職場でがんばってください

遠藤　建一　　あわじ荘支援課支援課長
前渕　芳枝　　万寿の家支援課支援員
平岡　達哉　　総合リハビリテーションセンター　自立生活訓練部地域支援課支援員

よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします
朝陽ケ丘荘に新た

に加わった職員を紹介します朝陽ケ丘荘に新た
に加わった職員を紹介します朝陽ケ丘荘に新た
に加わった職員を紹介します

①一期一会　今日を大切に
したいです
②食べること

支援課　支援課長

中原　克子

①少しでも早く業務を覚え
て利用者様の為になるよ
うに頑張りたいです。
②旅行・サッカー

支援課　支援員（２Ｆ担当）

重里　健介

①利用者様の特性を理解し、その
日の状態を把握し、いかに楽し
く生活して頂けるか、満足して
もらえるように、介護技術、そ
の他の習得を行いたいです。

②利用者様が怪我なく落ち着いて生活
されていることが楽しみで安心です。

支援課　支援員（１Ｆ担当）
加藤　雅弘

①みんなが笑顔で毎日いら
れる職員でありたい。
②ハンドメイド（最近は巾着
袋やスカート作り等）・カ
ラオケ・ドライブ・音楽や
動画鑑賞

支援課　支援員

春名　若葉

①新社会人として、新たな環
境の下、日々少しずつ成長
していき全員に信頼され
る職員になれるよう頑
張っていきます。
②一人暮らしをしているの
で、家族や友達に会うこと
を楽しみにしています。

支援課　支援員（１Ｆ担当）
中村　大智

①試行錯誤（トライアンドエ
ラー）
②休日の日に１時間３分の
ウォーキング

支援課　支援員（１Ｆ担当）

中野　清美

①利用者様のご長寿とご健
康を願い、働かせていただ
ける感謝の気持ちを持つ
②魚釣り・昆虫採集・温泉

支援課　介護助手

篠宮　彰



デイサービスつながり

居宅介護支援事業所

ラウンド・ケア・サービスあさひ サービス提供エリア・佐用町内(施設から片道30分未満)

特別養護老人ホーム
～日々の安全安心を守り、その人らしく暮らせるよう支援します～

1階フロア

　朝陽ケ丘荘での生活にみなさんが笑顔と潤いを持って、日々の生活が送れるように、今
年度新たに加わった職員とともに、支援をさせていただきます。
　ご家族の皆様におかれましても、以前のご家庭での様子などを気軽にお話しいただける
と、みなさんへの更なる支援に繋げていけると考えていますので、ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

フロアリーダー　宮脇　崇彰

２階フロア
　みなさんが生活を楽しみ、笑顔で平穏快適に生活していただけるよう、工夫しながら支
援を行っていきたいと考えております。ご意見、ご要望などございましたら、遠慮なく職
員にお申し付けください。今後ともよろしくお願いいたします。

フロアリーダー　古川　康雅

おやつ作り（あんまん）おやつ作り（あんまん）おやつ作り（あんまん）

畑仕事（さつまいも）畑仕事（さつまいも）畑仕事（さつまいも） たこやきパーティーたこやきパーティーたこやきパーティー

佐用高校ファッションショー佐用高校ファッションショー佐用高校ファッションショー ねぎの収穫ねぎの収穫ねぎの収穫

リハビリ体操リハビリ体操リハビリ体操

地域ふれあい運動会地域ふれあい運動会地域ふれあい運動会

コミュニケーションロボット「パルロ」とコミュニケーションロボット「パルロ」とコミュニケーションロボット「パルロ」と 節分行事節分行事節分行事

買物外出買物外出買物外出



ｂy 地域支援担当
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おやつ作り（あんまん）

畑仕事（さつまいも） たこやきパーティー

佐用高校ファッションショー ねぎの収穫

リハビリ体操

地域ふれあい運動会

コミュニケーションロボット「パルロ」と 節分行事

買物外出

地域に根差して活動しています！

介護の申請や利用についてご相談承ります♪
〈ご相談は無料です〉

～住みなれた地域で最後まで暮らせる、在宅介護の仕組みです～

“できること”や“生きがい”を見つける楽しい活動盛りだくさん♪

24時間 365日在宅生活をサポートします！

・物忘れが気になる…どうしたらいいの？
・介護保険でどのようなサービスが使えるの？
・入院したんだけど、この後どうしよう…
・役場に介護申請に行けない…手伝ってもらえるの？
・ベッドを借りたいんだけど…
・費用はどのくらいかかるの？ 悩んだら、まずはご相談を !!

定期巡回サービス：1日複数回、決まった時間にヘルパーが訪問し、おむつ交換や服薬確認等を行います。
随時訪問サービス：「転んで起き上がれない」「気分が悪くなった」等の急な事態にもヘルパーが訪問します。
随時対応サービス：ボタンを押すだけでケアコール端末により24時間 365日いつでも連絡がとれます。
看 護 サ ー ビ ス：必要に応じて看護職員が訪問し、服薬管理、褥瘡の処置、点滴管理等行います。
　　　　　　　　　☆訪問看護サービスを利用しない利用者もおられます。

食後の服薬確認 トイレ介助 買い物支援 「毎食後の薬の飲み忘れがなくなりました！」

「自分一人ではできづらい事をヘルパーにサポートを受ける事で安心して自分の家で暮らせています！」

★手作りおやつ★★マスク作り★



　例年、地域の方のご協力をいただき開催してい
ます「地域ふれあい納涼祭」は、今般の新型コロ
ナウイルスの感染防止の観点から中止することと
なりました。今後の行事等につきましても情勢を
確認しながら判断することになりますが、よろし
くお願いいたします。

『茶道』 『華道』

公開講座公開講座

寺子屋あさひ寺子屋あさひ

令和元年度は地域向けに公開講座を開催しました。
第４回目は新型コロナウイルスの拡がりを考慮し中止となりましたが、地域に向けた
講座として今後も行っていく予定です

令和元年度は新たに佐用高等学校生にご協力いただき、『寺子屋あさひ』
を開催しました。「書道」も企画し準備を進めていましたが、こちらも
新型コロナウイルスの拡がりを考慮し残念ながら中止となりました。
今後も継続していく予定です…がコロナウイルス次第かもしれません。

第２回
～園芸療法の作業体験～
講　師：兵庫県立リハビリテーション
　　　　　　　　　　　　西播磨病院  
　　　　園芸療法士　黒部　一之氏
日　時：令和元年 10月 17日（木）
　　　　14:00 ～ 15:30
受講者：地域住民 20名

第３回
「認知症講座」
～認知症サポート養成講座～
講　師：認知症サポーターメイト５名
日　時：令和元年 12月６日（金）
　　　　10:15 ～ 11:50
受講者：利神小学校５年生 21名　

第１回
～楽らく介護術「介護を楽しもう」～
講　師：RX組　青山　幸広氏
日　時：令和元年 7月 30日（火）
　　　　14:00 ～ 16：00
受講者：町内サービス事業所職員 24名
　　　　（居宅ケアマネジャー、訪問介護員、
　　　　社会福祉士、保健師、介護職員）

☎☎0796-82-36450796-82-36450796-82-3645までまでまで
浜坂温泉保養荘浜坂温泉保養荘
〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775

1泊2食6，800円～
※65歳以上（平日）
1泊2食6，800円～
※65歳以上（平日）
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コロナには
負けません！お知らせお知らせ




