ＶＯＬ．26
【発行日】2012 年 4 月 24 日

【発行者】社会福祉法人至心会
〒533-0032 大阪市東淀川区淡路 5-11-17
電話：06-6370-5501

ＦＡＸ：06-6370-5503

ｅ－Mail：vihara-awaji@occn.zaq.ne.jp
Ｈ

Ｐ：http://www.occn.zaq.ne.jp/vihara-sisinkai/ ＜準備中＞

今年も、淡路公園で恒例のお花見会が開催されました。
前日の夜から朝にかけて思った以上に冷え込んでしまい、開催できるか心配でしたが、お
花見の予定時刻が近付くにつれ、日差しも出て良いお天気になり、利用者の皆様・ご家族
様、そして淡路地域社協のボランティアの皆様と一緒に淡路公園でのお花見が出来ました。

去る４月８日 ビハーラお花見会を
行いました。私自身２度目のお花見担
当でありましたが、前回は全く初めて
の事だったのでよくわからず、がむし
ゃらだったなーと今回の準備をしてい
桜の下で踊りの
る時にふと昔の事を思い出しました。
ご披露を頂きました
春は出会いと別れの季節で、毎年こ
の季節になると、過去にビハーラにお
られた利用者の皆さま方を思いだした
り、今年初めて参加される利用者の皆
ボランティアさんと
さま、また新たに入職する職員などい
ハイチーズ
ろいろな変化があります。しかし、毎
年 最高のものをという気持ちで利用
者の皆さま方やご家族様に楽しんでい
ただける行事にしたいという思いは担当者一同、同じ気持ちで取り組んでおります。
当日の天候も心配されましたが、晴天に恵まれ、なかなか外に出られる機会が少ない利用者の皆さ
ま方にも喜んでいただけたかと思います。
また、以前ビハーラにおられた利用者のご家族様が偶然にも淡路公園をお通りになり、お花見会を
見学されておられました。
昨年の東日本大震災以降、『絆』という言葉をよく耳にします。このようなふれあいができるのも
『絆』なのかもしれないなと感じました。
最後になりましたご御参加頂いた利用者の皆様 ご家族の皆様 淡路地域社協ボランティアの皆
様 ご参加・ご協力本当にありがとうございました。 紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。
お花見会担当
八重倉 泰

今後の行事予定
７月にお食事会を計画しております。
ただいま、協力業者様との日程等の調整中です。
今しばらくお待ちください。
日程が決まりしだい、
お知らせさせて頂きます。
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～食事会行事担当・広報委員会～

お花見さんぽ
～柴島浄水場～

柴島浄水場の通り抜け
に出かけてきました。
日頃は桜の花を下から
見上げる花見ですが、浄
水場の構内から見ると目
の前に花が咲いており、
一緒に行った利用者の皆
さんと一緒に記念撮影さ
せていただきました。
～レク・クラブ委員会～

日光浴
４月から新たな試みとして、日光浴を始めました。
この日は、最高気温が 22℃まで上がりポカポカ陽気だっ
たので、ビハーラ玄関前で日光浴をしながら記念撮影して
みました。
おふたりが今回の試みの初めての利用者さんです。
これからも天気や気温を見ながら、玄関前や屋上で日光浴
を行っていきます。
日光浴は、抵抗力の強化や、骨を強くする作用があると言われています。

～感染症対策委員会～

東淀川区中部地域包括支援センター開設

毎日提供させて頂いているお食事ですが、栄養面
だけではなく、利用者の皆さまが美味しく食べ易
いと感じていただけるような食事を提供させて
いただければと思っております。
そこで、５月にお食事に関するアンケートを利用
者の皆さまに実施させて頂きます。
内容は…
食べやすかった料理・食べにくかった料理や、
味付け・盛り付け方・献立内容などです。
管理栄養士 倉本美幸

この度、社会福祉法人至心会が大 阪 市 より
2012(㍻ 24)年 4 月 1 日付で東淀川区中部(下新
庄・新庄・菅原)地域包括支援センターの委託
を受け、ビハーラこのみ園内で業務を開始致し
ました。
名称；東淀川区中部地域包括支援センター『びはーら』
住所；大阪市東淀川区菅原 7 丁目 15-14
電話；06（6325）6915
※地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の方々が住み慣れ
たまちで安心してその人らしい生活が続けられるよう、さまざまな関係
機関と協力しながら、高齢者の方々を支援する機関です。

北尾 寛樹

安養寺 美咲

(きたお ひろしげ)
介護福祉士

４月より介護主任にな
りました北尾 寛樹です。
ご利用者様やご家族様
との出会いを大切にして、
今まで以上に楽しく暮ら
しやすい生活のお手伝い
ができるように頑張って
いきたいと思います。
今後ともよろしくお願い
します。

吉田 優希菜

（あんようじ みさき）
介護福祉士

（よしだ ゆきな）
介護福祉士

４月より新たにビハー
ラに入職しました安養寺
美咲です。
早く業務を覚え、ビハー
ラに慣れるように頑張り
ます。常に笑顔を絶やさ
ず、自分自身と共に技術面
など日々成長して行きた
いと思います。
まだまだ至らない所が
多いと思いますが、私なり
に精一杯頑張っていきま
すのでよろしくお願いし
ます。

吉田 優希菜と申しま
す。２年前に実習でお世
話になり、たくさん知っ
ている方が多く安心して
スタートする事が出来ま
した。
毎日、発見や学びがあ
り、すごく毎日が楽しい
です！
まだ分からない事がい
っぱいで、たくさんご迷
惑をお掛けするとは思い
ますが精一杯笑顔で元気
に頑張るので、よろしく
お願いします！
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昨年 2011(㍻ 23)年３月 11 日に発生しました『東日本大震災』に対し、皆様の心温まるたくさん
の御寄付・御協力を賜りましてありがとうございました。
2012(㍻ 24)年３月 31 日までに、お預かり致しました寄付金の総額をご報告させていただきます。

寄付金総額

金 1,235,718 円

この 1 年の支援活動内容
★淡路介護老人福祉施設ビハーラでの支援
☆生活用品仕分け・セット化作業【於:ﾋﾞﾊｰﾗｻﾝｶﾞﾎｰﾙ】
2011 年 5 月 11 日;45 名,15 日;15 名,19 日;20 名,6 月 13 日;8 名
☆生活用品セット搬出作業【於:ﾋﾞﾊｰﾗｻﾝｶﾞﾎｰﾙ】※10t ﾄﾗｯｸへの積込み作業
2011 年 5 月 29 日;13 名,2011 年 6 月 22 日;11 名
★現地での支援
2011 年 5 月 29～30 日＞宮城県亘理町にて、生活用品セット化作業・無料バザー
2011 年 6 月 22～24 日＞宮城県亘理町にて、生活用品セット化作業・無料バザー
2011 年 7 月 11～12 日＞宮城県亘理町にて、無料バザー
2011 年 8 月 3～4 日＞福島県会津美里町にて、生活用品セット化作業
2011 年 8 月 22～23 日＞宮城県亘理町にて、無料バザー
2011 年 10 月 24～26 日＞宮城県亘理町にて、炊き出し・傾聴活動
2012 年 3 月 9～12 日＞福島県いわき市にて、炊き出し・傾聴活動
★物資の提供支援
☆生活日用品セット：総計 3,158 セット
☆湯たんぽ：総計 600 個
☆石油ストーブ：総計 630 台
☆電気ストーブ：総計 1,786 台
☆大型石油ファンヒーター；2 台
今後も継続的な支援を続けて参りますので、皆さまのご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

☆入所のご相談は随時、受付しております。
☆ご見学も随時可能です。
《事前にご連絡いただけますと担当者が、ご案内させていただきます。》
お問合わせ；☎０６-６３７０-５５０１
おおにし

ひきたに

かみや

担当者；大西・疋谷(介護支援専門員)，神谷(生活相談員)

