感染防止対策としては
①手洗いの徹底、食品の加熱
、調理器具の洗浄、消毒
②次亜塩素酸ナトリウムや加
熱による処理
以上を徹底して行うことが大
切です。

久保

まり子

施設など、多数の方の感染発
生が懸念される所では、使い
捨てマスク、手袋、ガウンを
着用し、吐物は迅速に、確実
に処理することが大切です。
またあわせて集団感染を防ぐ
為にも自分だけの問題ではな
いという認識を対応する職員
一人一人が持つことが重要で
す。
仕事が休めないから・・・と
無理をせず、嘔吐や下痢など
の症状がみられるときは、自
主的に出勤を控えるなど、し
っかり休養して感染拡大を防
止することがとても大切です
。
看護

『『『『施設のおいしい
メニュー』』』』
平成二十九年元旦特別食
・お赤飯
・お節料理
・お吸い物

『『『『入所・・・・短期入所・・・・通所
利用状況について』』』』
ただいま入所・短期入所・通所
の各サービスにおきましては、
速速速速やかにご案内できる状態とな
っております！！！！
通所リハビリテーション
（デイケア）につきましては、
無料体験をををを受付中です。。。。
その機会がございましたらぜひ
以下の担当者まで、お気軽にお
問い合わせ願います。
長生苑ホームページにつきまし
ても、ご参照願います。
入所・短期入所担当
城本・長谷川・南地
支援相談 員

通所リハビリテーション
（デイケア）担当 住岡・清水

編集後記 冷え込みが厳しく、体調を崩しやすい毎日が続
いています。忙しい日々を健康管理に注意して乗り切って
いきましょう！（Ｍ）
発行

一月十六日、清水寺へ遅め
の初詣に行きました。
清水寺は京都にある世界文
化遺産の一つで、お寺の名
は音羽山中の滝に流れる霊
泉に由来しているそうです
。
坂を登り、早速境内に入る
と、そこには仁王門、西門
等が雪化粧で染め上げられ
ており、白と朱色の鮮やか
かつ神秘的な光景が広がっ
ておりました。
この日は寒波の影響もあっ
てか京都では雪が降り続い
ており、この景色は普段な
かなか見ることのできない
ものであったそうです。
寺院への拝観と参拝の途中
、清水の舞台から景色を見
渡すことができました。
そこから俯瞰した風景は、
舞い散った風花を透して雪
で染まった境内や京都の街
を見下ろすことができまし
た。また山から吹く冷たく
も清らかな風を肌で感じら
れ、大変美しい光景と冬の
風情を味わうことができる
ものでした。

興味のある方は一度参拝し
てみてはいかがでしょうか
？
今年も皆様にとって多くの
喜びと福音で満ちた一年で
ありますように。
職員一同祈っております。
介護 宮原 陽平

『『『『 職員投稿 清水寺初詣』』』』

医療法人 西浦会
介護老人保健施設 長生苑
℡０６‐６９０８‐７７７０

『今年も元気で過ごせますように！』

『『『『ノロウイルス感染について』』』』
毎年、秋から冬場にかけて
ノロウイルスを原因とする
嘔吐、下痢が流行します。
ノロウイルスは小型のウイ
ルスですが、非常に強い感
染力を持つウイルスで、わ
ずかな量でも感染します。
またノロウイルスには複数
の遺伝子がありますが、２
０１４年以降、それまでの
ものとは異なった新型が出
現し、より一層の感染防止
対策が求められます。
感染経路は主に以下の通り
です。
①生やそれに近い貝類を
食べたことによる食中毒
②感染した人による調理や
調理器具を介して食べたこ
とによる食中毒
（二次感染）
③感染者による吐物、糞便
処理などの汚染されたもの
から、手指を介して付着し
たウイルスが空気中に漂い
それが口腔に入っておこる
感染

長生苑ネットワーク

ホームページアドレス
http://www.cyoseien.jp

『分け与えられた白色 』

『『『『新春をををを迎迎迎迎えて』』』』
新年明けましておめでとう 的に展開させて職場間のコ
ミュニケーションの活性化
ございます。
穏やかなお正月をお迎えに を計りたいと思います。
なられたことと思います。 そして、計画性のある研修
昨年は介護老人保健施設 で人材育成を成し遂げて参
『長生苑』は、施設の全面 ります。
リニューアルを成し遂げま 職員一人一人のボトムアッ
プを目指して、その結果と
した。
そして、長生苑サロン❝い してサービスの向上に邁進
こい❞をスタートさせた節 致します。
皆様方のご指導、ご鞭撻の
目の年となりました。
今後もご利用者様のニーズ ほど、よろしくお願い申し
に添った施設運営をしてい 上げます。
介護老人保健施設長生苑
きます。
事務長 宮田 潔
今年の施設運営方針
『介護は喜びの声の積み重
ね。その気持ちを忘れずに
、また明日に向かって行こ
う。』を掲げました。
介護の基本に立ち返り真心
を込めたサービスの提供を
致します。
昨年スタートさせた❝いこ
い❞はご利用者様の余暇を
有意義に楽しんで頂ける様
に趣味のサロンを提供させ
ていただいています。
今年は❝いこい❞の更なる
発展と、明るい職場づくり
として各委員会活動を積極
『大老協新年互礼会にて』

『清水の舞台より 』

発行日平成29年1月31日
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ず早速次回の上映はいつなの
か期待の声をたくさん頂いて
おります。
今後も、新しい内容なども検
討中です。
また、皆様から『こんなこと
したらどう？』などの提案や
参加も随時、募集中です☆
元気に毎日を楽しく過ごしま
しょう (笑 )
事務次長 城本 充輝

『『『『新入職員紹介』』』』

新たにリハスタッフが入職しま
した！

一月二十六日、守口市役所に
て開催された『守口大根長さ
コンクール』に参加しました
。
九月に種を植え、ご利用者様
が愛情をたっぷりと注いで育
てた大根。
牛乳パックを縦に五～六個つ
なぎ合わせた特製容器からは
み出してしまい、下の地面に
まで根が伸びる程！
コンクール当日には六十三セ
ンチまで成長していました。
そしていよいよ会場へ。
しかし出品した私達の大根の
まわりには、その何倍もある
長く、太い大根がズラリと並
んでおりビックリ！
コンテストでは根の方から五
円玉を通し、止まった所から
葉の付け根までの長さを競い
ます。
初挑戦の長生苑大根は六十一
センチと認定され、残念なが
ら入賞はできませんでした。
今回、ご利用者様が種まきや
水やりなど大根の世話をする
事で、その成長を共感し、ご
利用者様同士の言葉数や笑顔
も増えて会話が盛り上がるの
を実感できました。

はじめまして！
一月から長生苑に入職させてい
ただきました辻菜桜と申します
。
以前は病院で勤務しておりまし
たが、より日常生活に近い場で
ご利用者様とリハビリを実施す
ることができればと思い、長生
苑に来させていただきました。
まだまだ分からないことがたく
さんあり、ご迷惑をおかけする
かと思いますが、笑顔で楽しい
リハビリを提供してまいりたい
と思います。
よろしくお願い致します。

『もり吉と一緒に記念撮影』

『牛乳パックで育ちました』

来年は準備を整えて、ご利用
者様にご指導を頂きながら、
再チャレンジして入賞を目指
したいと思います。
最後に審査員の方から、牛乳
パックで育てた事がアピール
されていれば特別賞をあげら
れたのに・・・と言われた事
は後の祭りですが、とても残
念でした。
デイケア副主任 清水 庸子

『『『『守口大根長さコンクール参加』』』』

はじめまして！
理学療法士の藤野祥雅と申しま
す。
一月から長生苑のリハビリ室で
お仕事をさせていただいていま
『自然映画ライフ上映中』
す。
私は以前、病院に勤務しており
、そこでは様々な病気の方のリ
ハビリを担当させていただきま
した。
その経験を長生苑で活かしてご
利用者様のお役に立つことが出
来るように明るく元気に精一杯
頑張ります。
よろしくお願い致します。

辻 菜桜（なお）』
『作業療法士

祥雅（よしまさ）』
藤野
『理学療法士

『『『『長生苑サロン❝❝❝❝いこい❞❞❞❞活動報告』』』』
新しい年を迎え、長生苑サロン
❝いこい❞も昨年十一月に始動
して早いもので三ヶ月目になり
ました。
ご入所者様には、大変ご好評い
ただいております。
カラオケルームは毎日利用して
頂いており、お正月には、たく
さん御家族様に御来苑いただき
貸切ルームとしても御利用いた
だきました。
パチンコは設置当初より使用し
て頂く頻度もすごく増えていて
景品もあっという間に完売状態
で追加導入！
編み物やトランプなど趣味やゲ
ームにおいても家族様や関連施
設ご入所者様なども一緒に参加
して頂き、本当にご入所者様の
笑顔が絶えず楽しんで頂けてい
ます。
何より一番大好評なのが『映画
上映会』！
参加者も非常に多く『入るのか
な (上映会場に )？』と、こちら
がちょっと心配になるほどの集
客率 (笑 )
皆様スクリーンに吸いつけられ
ているような真剣な表情です。
毎回、上映終了直後にも関わら

『南中ソーランを職員で』

『大自然を堪能中です』

また、今年は初めての試みで
書初めを行いました。
ご利用者様も『何年ぶりやぁ
』『緊張する』との声もあり
ましたが、やり始めると真剣
な眼差しで何枚も書かれてお
りました。
作品はただいまデイケアルー
ムにて展示中です。
今年も職員一同、ご利用者様
・ご家族様にご満足いただけ
るよう、更なるサービス向上
に努めて参ります。
どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
デイケア 佐藤 美三子

『『『『デイケア便便便便りりりり』』』』
新年明けましておめでとうござ
います。
本年も皆様のご健康とご多幸を
心からお祈り申し上げます。
新年が明けて最初の行事は恒例
の『お正月会』です。
まず午前中はカルタ大会で盛り
上がりました。
ルール通りに『ハイ！』と掛声
を出して取られる方もいれば、
緊張で掛声を忘れてアッという
間に取る方も。
午後はご利用者様からのご要望
もあり『南中ソーラン』を披露
しました。
新春のなごやかな雰囲気の中で
、笑い声が響き渡りました。

『白熱のカルタ大会』

