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第19回シクラメン夏祭り
（大井シクラメン納涼祭）通常開催を断念
皆さんこんにちは。特養介護統括部長の成瀬です。
私たち職員は日々、出来る限りの感染症対策を行って
おりますが、連日報道されています様に、いつかコロ
ナウイルスが私たちの施設にも入ってしまうのではな
いか、と言う不安の中でお世話させて頂いています。
そこで、今年の８月22日（土）に予定し
ていました第19回シクラメン夏祭りの開催
につきましては、新型コロナウイルス感染症
の社会状況を見ながら、様々な観点から協議
を重ねてまいりました。
その結果、沢山の子ども達をはじめ、参
加者、ご利用者様の健康・安全面を第一に
考慮し、例年通りの盛大な開催は中止させ
ていただくことに致しました。
開催を楽しみにしてくださった皆様には、
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解をい
ただきますようお願い申し上げます。

尚、大井シクラメンの納涼祭は中止とな
りますが、阿木シクラメンは特養の入所施
設であり、入居者の皆様に夏祭りの雰囲気
だけでも味わっていただきたく、施設内の
行事として小規模な実施を計画しています。
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毎年のように屋台を出して行うことはでき
ませんでしたが、 工夫を凝らしながら2日間
に分けて寿司会食を行いました。

自粛中は、
のんびりと散歩をしていました

早く収束 してくれる こと
を 願 い つつ、 平凡な 日常 の
中 で の散歩や室内 で の行事
など、 ３密を避けなが ら、
少 しでも楽 しん で頂ける様
に取り組 みま した。

（寿司会食：大きなお寿司にも囲まれて・・）

特養 では、新型 コロナウイルスの感染 予防 の
為 に、 日常生活 の中 の行事 にお いても、様 々な
事が自粛とな っていま した。外出や レクリ ェー
シ ョンの他、 買 い物はもち ろん、 下車 しな いド
ライブ でも極力控 え ており、 利用者様も窮 屈な
思 いをされ ていたと思 います。

【
生活 の中にも変化を求め て】
（昼食のカレーライス仕込中）
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シクラメン入 口付近 の法 面には、 月
にな ると 「シ ャスタ ーデ ージ ー」 （マー
ガ レ ットに似た花 ）が 一斉 に咲くように
なりま した。 しか し、雑草 で勝手に生え
たわけ ではなく、実は人為的 に増や した
雑草花な のです。車道から最初に目に入
る特養 の入 口な のに、芝生
でもな い雑草だけ の土手は
殺風景と の思 いから、 開園
当時 の事務員が、 別 の場所
から数年かけ て花 （
雑草 で
すけど ）を持込みま した。
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グループホームの法 面に咲いた「
シャスターデージー」
は・
・
・
。
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シクラメンでは、施設での生活や
行事の様子、面会制限の有無などの
寿司桶の中から食べたいお寿司を選ん
情報を、随時Facebookで発信しています。
でいただき、寿司下駄にのせて提供し召
Facebookは、シクラメンのホームページ
し上がっていただくスタイルになりまし
た。 普段と違う様子に皆様喜ばれており、 からでもご覧いただけます。
PCは“特養シクラメン”で検索
いつもより多く召し上がってみえる方も
https://www.facebook.com/agicyclamen/
いらっしゃいました。
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法人役員会の状況
令和2年度第1回理事会を5月30日に開催。
定時評議員会を6月20日に開催しました。
以下の、主な審議・報告事項が承認されました。
【審議事項】
第1号議案：令和元年度収支決算について
【報告案件】
第1号報告：令和元年度各事業報告について
第2号報告：監事監査結果報告について
※理事長・執行理事の職務執行状況について
※シクラメン夏祭り開催中止について
※外国人技能実習生の状況について

グ ループ ホ ームに入居さ
れ ている皆さんは、毎年
「いちご 狩り」に近所 の農
園 へ出かける事を楽 しみに
していた のですが、今年は
外出自粛もあ って、施設内

（待合ソファーも間隔を空けて）

◆◇ い つも のテーブ ルにも アクリル板を設置◇◆

デ イサ ービ スセ ンタ ーでは、 利用される方
の飛沫感染防止と、安全 に過ご していただく
ために、 テーブ ル の間仕切りをなんと！手作
りしてしま いま した。
当初は市 販品 のアクリル板を ・・と思 って
いた のですが、他 に透明なも ので代 用でき る
も のを探 したと ころ、 「クリアフ ァイル」を
ブ ック エンド で立 てる、と いう事 になりま し
た。 こうい った物を考 え て作成す る のが 得意
な スタ ッフが いる ので、 大助かり です！
「
向 こうが 見にく いわね～ 」
「
もうち ょ っと広 い方が ・・」
「
お隣さんと話しずら いねえ」
などなど。
食事 の介助をす る のにも 不自由
な仕切り ですが ・・・
まだまだ油断大敵 です！
気を引き締め て皆さま の健康を
お守りした いと思 います。

（透明なアクリルは写真に写り難い）

みんなで一緒に“ちらし寿司”作り
春は 「
ちらし寿 司」を家族と
一緒 に作 って楽 しむ家族会や、
花 見など の行事が 予定され てい
ま したが、今年は ステイホ ーム。
入居者 の皆さんと職員だけ で
したが、 テーブ ルを 囲ん でゆ っ
くりと過ご しま した。

幸いな事にシクラメンの敷地に
は朴の木が群生しており、男性
職員が栄養士からの絶対的指示を受けて
350枚を採取し洗浄。普段通りなら食堂
で一緒に具材を盛り付けるところですが、
今年は安全面から
厨房で盛り付けて、
季節の朴葉寿司を
楽しみました。

の 「いちご 取り」に
な ってしま いま した。
外出が 出来な いなら
と、職員が 大 皿に 「い
ちご 」を盛 り つけたと
ころ、 利用者 の皆さん
は普段よりち ょ っと贅
沢な 「いちご 」に目を
輝かせ、伸ば す手 の回
数も段々と多くなり、
あ っと いう間に完食 し
てしま いま した。

朴の葉には殺菌効果があるといわれ、
手も汚さず食べられることから、農作
業や山仕事の携帯食として作られたの
が始まりの朴葉寿司は
初夏の風物料理ですが、
私たちの中部地方や近
畿の一部以外では馴染
がないようです。
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グ ループ ホーム のいちご狩り？
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技能実習生あれこれ話
≪技能実習生にも特別定額給付金の支給≫
日本政府による新型コロナウイルス
感染症緊急経済対策の一環である一人
10万円の特別定額給付金は、外国人技
能実習生も給付の対象となっているこ
とから、シクラメンで実習中の3人に
も通知が届いたようです。
慣れないマスク着用での業務に奮闘し、
休日でも外出自粛の日々でしたが、「私た
ちにも貰えるの？」「どうやって手続きす
るの？」と嬉しそうに尋ねてきました。
担当の事務員は、外国人の手続きは何と
なく難しい印象を抱いていたようでしたが、
実習生たちが確実に受け取ることができる
よう支援し、無事にそれぞれの口座へ振り
込まれたようで、大喜びでした。

≪実習2年目から夜勤業務にも従事≫
シクラメンでの技能実習生は、1年間
は日勤（早番・遅番）を実習し、2年目
以降の実習生であれば夜勤業務も可能と
なります。
他の法人施設の夜勤業務開始時期に
比べると少々遅く、実習生にとっても
歯がゆい思いであると理解できますが、
利用者への安全確保や各実習生の心身
負担の軽減、緊急時の対応体制等を充分に考慮し、自信を
持って業務に就いて頂くための期間だと考えています。

