Yugawara Walker
“TAKEOUT GOURMET”編

その２

今回の湯河原ウォーカーは TAKEOUT 企画その２とい
うことで、真鶴ピザ食堂 KENNY さんです。以前はお店の
方へもお邪魔したことがあります。

2 回目の取材ということもあり、油断していましたとこ
ろ何と店舗が移転されていました！
移転先は真鶴駅の目の前になったので、電車を途中下車し
て電話予約しておいたピザを受け取るなんて使い方も出来
るようになりました。気になるお味の方は、変わらず素材
の味を生かした絶品のまま！今回は 3 枚(5 種)頂きました
が、値段もお手頃なので満足感もひとしおです！個人的に
は鯖みりんとリコッタチーズのピザが癖になる美味しさで
した。ひとつ注意点を挙げるとするならば、TAKEOUT
ではドルチェピザにアイスが乗らないということ！リンゴ
と蜂蜜にクルミのドルチェピザはそのままでも十二分に美
味しいのですが、完全版を味わいたい方はぜひイートイン
の方へも足を運んでみてはいかがでしょうか？
真鶴ピザ食堂 KENNY
Phone：0465-68-3388 Address：真鶴 402-1
定休日：木曜日(臨時休業あり)
※営業時間 10:30〜18:30

先日振る舞われた行事食のご紹介です。
9 月といえば敬老の日！縮小開催となった敬老会の分も盛大
にお祝いしたいと言う気持ちを込め『敬老の日の行事食』
を提供しました。
今年のお祝い膳の献立は
『さつま芋入りお赤飯・天ぷ
らの盛り合わせ・カニ入り
あんかけ茶碗蒸し・清汁・
梨と甘酒プリン』となりま
した。
お祝いといえばお赤飯、天ぷらは地物のムツを使用し、
デザートは 2 品としてみました。栄養課一同で頑張った結
果、大変ボリュームある仕上
がりで完食出来るか心配でし
たが、ご利用者のみなさんに
大大大好評で、残さず召し上
がっていただけました。
これからもみなさん元気に
お過ごしいただけるよう、
おいしい食事の提供に努めていきたいと思います♪

ニューライフ
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介護老人保健施設ニューライフ湯河原 presents

そろそろ定着したかな?の、“ニューライフのベテランさ
んとフレッシュさん”のコーナーです。
前回は衝撃の４６歳フレッシュさんが登場しましたが、さ
て今回は?まずはベテラン介護スタッフから。

・年齢と勤続年数は?
４３歳 で 勤続２１年
・長年続けられている理由や気をつけていることは?
ニューライフで働かせてもらっている中で、何度か仕
事を辞めたいと思うことがありました。私はそんなとき
いつも父親に相談していました。父親の言葉はいつも
「継続は力なり」「自分を甘やかせて仕事を辞めた人間
は、次にどんな良い仕事や職場に出会えても、また繰り
返しやめてしまう」といったものでした。
そこには仕事に厳しい人生の先輩としての父親の言葉が
ありました。その言葉を聞いていたら、いつの間にか２
１年という年月が過ぎていました。これからも父の言葉
を胸に働いていきたいと思います。
・今後の抱負や目標は？
本田宗一郎の言葉に「会社の為に働くな！自分の為に
働け！」という言葉があるそうです。自分が幸せになる
ために働く。自身が幸せになることではじめて御利用者
に温もりのある介護が出来ると思っています。私１人の
力など微々たるものではありますが、この職場で働くこ
とで幸せを感じ、職員ひとりひとりが御利用者に少しで
も幸せを感じてもらえる介護を提供できるよう頑張って
いきたいと思います。これからも皆様よろしくお願いし
ます。
続いて勤続年数が３年以内のまだまだフレッシュさんに
伺います。今回はこちらも、療養課の介護士さんです。
・年齢と勤続年数は?
２４歳 で 勤続１年目
・この仕事についた理由や入職したキッカケは？
介護が必要になったお爺ちゃんへ、してあげられるこ
とが少ないことに歯がゆさを感じていました。そんな
時、お爺ちゃんが入居している施設で介護をする方々の
姿を目にし、尊敬と憧れを抱きました。そのような経験
から介護の知識、技術を身につけた仕事につきたいと思
ったことが介護職を目指した理由です。
・今後の抱負や目標はありますか？
ご利用者様が安心して過ごせるよう、安心感をあたえら
れる職員を目指して頑張ります。

編集後記“ばえる”：第 6 回!!
行事や面会方法など新しい形式へと慌ただしく変化を
続けている大変革期。ひとつの形で満足することなく、
最良の道を模索し続けていきたいものです。
より良く生まれ変わっているであろう新年号でまたお会
いしましょう！
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みなさまヤラレチャッテいませんか? もうちょっとどうにかなってるかな? などと言う甘い期待
は見事に打ち砕かれて、相変わらずのコロナ禍で油断のならない日々が続いています…そしていくつ
もの衝撃的なニュースも世間をザワツカセテいます。それでも少しずつ、本当に少しずつですがニュ
ーノーマル(新しい生活様式)の名の下に、楽しみを感じることの出来る社会が構築されつつありま
す。Go To キャンペーンの全国展開、様々なイベントやスポーツ観戦の人数制限の緩和、そして限定
的ではありますが海外からの入国制限の緩和等々… 日本では総理大臣が代わり、アメリカでももし
かして...の世の中でなんとあの人まで感染するというトンデモ事態が...それでも私たちは生きて行きま
す!! 生きていればどうにかなるさ!! 何度でも言う!! 人類は絶対負けないっ!!

第 47 回...“時事(じぃじ?)コラム”〜新型コロナウィルス感染症への対応〜
秋の訪れを感じられるようになりました。つばきをご覧になっている皆様はいかがお過ごしでしょうか。少し前
になりますが、7 月 17 日に毎年おなじみの「夏のお楽しみ会」を開催させていただきました。今年は新型コロナウ
イルスが流行している為、例年のような大規模での開催には至りませんでした。しかしながら、ご利用者の方々に
少しでも夏を感じていただけるよう、委員一丸となって会の内容を検討していきました。
そして生まれたのが「ﾆｭｰﾗｲﾌ納涼祭 2020」です！
ご利用者参加型の盆踊りを主軸に、見た目が夏らしいオヤツ 3 種を提供させていただきました。可愛らしいスイ
カの練り切りや屋台の代名詞タコ焼きなどが特に好評でした。盆踊りも楽しそうに参加して頂き、多くの方から楽
しかったとのお声を頂戴しました。
今年は見送ることとなってしまった名物の花火を来年こそは皆さまと見られればと思います。そのためにも、皆
様お身体に気を付けて、元気にお過ごしください。
夏のお楽しみ会 2020 実行委員長：長田夏美

今回の時事コラムは職員研修で発表させて頂きました資料を一部抜粋し、当施設において発生した新型コロナウイルス感染へ
の対応をご報告いたします。

感染の概要
4 月 10 日、リハビリテーション職員の一人が出勤後、微熱と倦怠
感が見られたため帰宅。しばらく自宅待機とし、4 日後 PCR 検査実
施。その 3 日後、陽性と判明。【症状出てから陽性確定まで 7 日間】
○

○
○
○

小田原保健所指導の下、濃厚接触者の特定作業、入所者 5 名と職
員 2 名を濃厚接触者に特定。
○

○

入所者 1 名と通所リハビリテーションの利用者 1 名の PCR 検査陽
性が判明。
○ 当該職員は自宅療養、入所者と通所者の 2 名は指定医療機関に入
院。

○

○

PCR 検査の結果を待たず、自主的に居宅サービス事業を中止。
ゾーニング・消毒を実施し観察を行う。
ご利用者全員及び関係機関に通知し、ホームページ上で公表。
利用者の代替サービスの調整を保険者・ケアマネジャーに相談。

濃厚接触者に特定された入所者を隔離、観察、ご家族への報告。
全通所利用者に対し健康状態の把握のため、毎日電話連絡を実
施。
○ 保健所で指示された観察期間が終了するが、ゴールデンウィーク
も絡み、休業期間を 10 日間延長。
○

2 週間の予定観察期間終了。

○

5 月 10 日 通所リハ、訪問リハ、短期入所の再開。
【自主休業期間 25 日間】

感染者の状況と事業所の対応
陽性となった通所利用者の発症日は 4 月 12 日（日）と断定

新型コロナウイルスへの対策として当施設での面会方法も一新されました。面会方法は大きく分けて 2 通り！
「対面形式」と「ビデオ通話形式」です！
「対面形式」では特別面会スペースでの面会になります。
「ビデオ通話形式」では施設タブレットを使用します。
ご家庭のパソコンやスマートフォンを使用することで
遠隔地からのご利用も可能です。
感染リスクを考慮し、面会人数や時間に制限がありますので
詳細は施設ホームページをご確認ください。

陽性となった入所者の発症日は 4 月 16 日（木）と断定

その他の濃厚接触者の入所者の観察期間が 4 月 30 日（木）となる。
濃厚接触者の隔離。基本的な手指消毒、環境整備の再度徹底し観察。
消毒剤や予防着、マスク等の在庫不足調整。

新たな感染者の発生は見られず。4 月 30 日（木）観察期間終了。
多くの病院や施設で数十人規模の集団感染が発生する中、当施設ではクラスター発生を免れることができました。これも日頃
より行ってきた感染対策や職員の尽力、ご利用者、ご家族、関係者皆様のご協力があったからだと思います。今回、約 1 ヶ月程
度の自主休業期間を経験したことで緊急時の業務継続のあり方を再検討しています。これまでは地震等の災害時のみを想定して

感染対策としてマスクの着用や手洗いは必要不可欠です。しかし、忘れがちなのが清潔な環境作りです。
寒い時期にはウイルスだけでなくカビなども活発になります。
そうとなれば普段なかなか手が届かない場所まで大掃除です！

ベッドもタンスも全部運び出して、天井・壁・床までピカピカに！全部署総出の大作戦です！
カビが心配なエアコンもこの通り！パーツごとに分解して洗浄します！日々の消毒、清掃と併せることで常に清潔
な環境を守りぬきます。

施設外へと出かけることが難しい昨今、輝くのが恒例の出前サービス！
現地へ行かなくても美味しいものが味わえる
「take out」ですが、英語圏では「to go」という
表現のほうが一般的だそうな。
という訳で「to go」してみました！
美味しいって嬉しい！お家でウナギ！嬉しい！
今後は甘味にも挑戦したい出前サービスでした！

いましたが、このような感染症にも対応できる準備が必要であると感じています。コロナウイルスが発生した事業所という事実
は残念ながら消えるものではありません。当施設では今回の経験を十二分に活かし、コロナウイルスを乗り越えた施設としての
新たな信頼感を持って頂けるようこれまで以上に尽力していきたいと思います。

９月１７日にニューライフ湯河原一大イベント敬老会を開催いたしました。とはいうものの今年は新型コロナウィルス
感染拡大予防の観点からご家族の皆様にはご参加を見合わせて頂き、開催時間も大幅に縮小しての開催となりました。
敬老会実行委員会ではどうにか皆様に楽しい時間を送って頂きたい、皆様の笑顔をたくさん見たいという思いで開催方
法について検討してきました。やはり一堂に集まって頂き「大人数で大きな笑い声」をコンセプトにリハビリ室での開催
を目指しました。 当日は昼食から敬老会がスタートです。行事食を提供させていただき、目で見て楽しんで、食べて美
味しく楽しんで頂きました。１４時からの式典では入口で手指消毒、全員がマスク着用で始まりました。１００歳以上の
方や米寿・喜寿の方々のお祝い、新人職員の紹介パロディー、飲み物を召し上がって頂き、各課対抗合戦で大いに皆様に
笑って頂きました。

久しぶりに皆で集まってのイベントでした。例年より多くの大きな笑い声と多くの笑顔が見られ、やっぱり皆で同じ時
間を共有し笑うっていいなと職員一同感じた時間でした。来年はどのような形になるか分かりませんが「たくさんの笑
顔」を目指して頑張っていきます。
敬老会実行委員会：三科敏隆

