今年も新型コロナウイルスの感染予防対策の
一環で、泉尾医療福祉センター高齢者施設合同
の長寿の祝い式典の開催が見送られ、各施設に
てお祝いの会を開くこととなりました。
つつじ荘では、今年度喜寿を迎えられた方は
2 名、米寿を迎えられた方は 3 名、そして長寿
の方がたがなんと 10 名と、とってもおめでた
いお祝い会となりました。施設長より、お一人

背中でした。きっといろんなことを思い出さ
れていたことでしょう。そんな皆さまの晴れ
やかなお顔は、鶴々会の行事レポートでご紹
介しています。
まだまだ安心して以前のような暮らしがで
きるとは言いがたい世の中ですが、つつじ荘
の皆さまがこれからもお元気に楽しくハリの
ある生活を送りながら、ステキにお歳を重ね

おひとりに表彰状が授与され、少し恥ずかしそ
うに、でもやはりどこか誇らしげに文言をお聞
きになられているお姿は、これまで生きて来ら
れた時間の重さを感じられる、とても感慨深い

ていっていただけるよう、皆さまと一緒に職
員一同頑張っていきたいと改めて思う一日で
した。皆さまのますますのご長寿を
心よりお祈りいたします！！

➀マスクをはずした時（ごはん・おやつ・お風呂）は、会話を最小限に！
おやつの時も、パーテーションのあるテーブルを使用し、
間隔をしっかり取って短時間でお願いします。
②不要な外出を避け、やむをえない場合は感染対策をしっかりと！
人ごみや繁華街など様ざまな人がいる場所ではウイルスに
触れる機会が増加します。
帰宅した際は、手洗い・手指消毒を必ず行いましょう。
③部屋の換気を行いましょう！
ウイルスは湿度に弱く、乾燥している冬の部屋で元気になります。
汚れた空気を吸わないため、1～2 時間おきに換気をしましょう。
加湿をすることもおススメです。

◎何から感染するの？
・ノロウイルスに汚染された食品(生カキ等の二枚貝類、刺身、生肉等）や飲料水
・感染したヒトの便や嘔吐物
・ノロウイルスに汚染された手指、食器、家具等
◎感染したらどんな症状になるの？
感染してから１～２日で症状が現れ、主な症状は吐き気・嘔吐・下痢です。
◎感染期間はどれくらいなの？
ノロウイルスは、症状がなくなっても３～７日ほどは便の中に出てきます。
二次感染しないように細心の注意が必要です。
◎感染したかもと思ったら
いつもと違うと思ったら、必ず速やかに職員までお知らせください。

このコロナ禍において発熱があった場合、まず新型コロナ感染を疑いますが、
つつじ荘では
ほぼ全員の接種が インフルエンザも実は潜んでいるのです。手洗いや消毒、マスクの着用、外出を
終了しました。
11/19 現在

控えるなどの予防策を継続して行うことで、新型コロナもインフルエンザも予防
することができます。

感染又は発熱があり感染が疑われる場合は、
周りの方々がたへの感染拡大を防止するため、

感染力のある期間は居室対応をさせていただきます。
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◎ 事故防止対策委員会から
今年度 4～10 月において起こった事故は 14 件でした。
転倒・転落

7件

外出の機会がなかったので、
居室内での事故ばかりでした。
その内、骨折が 2 件、外傷を
伴うものが 4 件と比較的大き
な事故も多かったです。
居室床の敷物の素材や履物等
にも注意して転ばないように
環境を整え
ていきま
しょう。

漏水

4件

外傷・打撲

キッチンや洗面所の水を止め
忘れ・出しっぱなしにするこ
とで階下への水漏れが 4 件発
生しました。水を触っていて
その場から離れるときは、必
ず水道は止めましょう。

『ちょっとやから大丈夫、
忘れへん』

3件

ちょっとした油断が怪我の
もとです。
落ち着い て ゆ っ
くり行う こ と で
防げるこ と も あ
るかもしれま
せんね。

という油断が
大洪水の
もとです。

履き物について
スリッパは履きやすく“楽”ですが、危険も伴います。
かかと

踵がきちんと収まっていない履き物は脱げやすく、転倒に
つながります！皆さんの履き物はどれですか？？

①外履き用の
スニーカー

②室内用
スリッパ

ゴム底のすべり止めがしっかりした①はカーペットに引っ
つまず

かかと

掛かりやすく躓きやすいです。②のスリッパは踵がないので
脱げやすく、足に絡まってしまう原因となります。転倒防止
には③や④をお勧めします。詳しくは職員へお尋ねください。 ③外履き

介護シューズ

④室内履き
介護シューズ

頭を柔 らか～くするちょこっとクイズ‼
バラバラひらがなを組み立てて
2 文字の言葉にしてみましょう。

https://www.buzzfeed.com/

https://www.pinterest.jp/
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真夏のお茶会
今年も真夏のお茶会を予定していま
したが、コロナ禍のため、お茶会は開
催を断念。大勢で集まることはできま
せんでしたが、お部屋でゆっくりと、
可愛らしい夏のお菓子を召し上がって
いただきました。
スイカやうちわ、ひまわりなど、夏
らしいとても鮮やかで賑やかなお菓子
は目でも楽しむことができ、自粛中の
束の間の癒しにしていただけたのでは
ないでしょうか。

おはぎかふぇ
暑さが残る９月１１日（土）
おはぎかふぇを開催しました。
こしあん、栗まんじゅう、きな
こ、つぶあんの中からお好きな
ものを 1 つ 2 つ（？）と選ん
でいただき、召しあがっていた
だきました。いつものカフェの
コーヒー、紅茶に加え、温かい
緑茶もご用意し、甘いおはぎと
ともに、ほっこりする時間を過
ごしていいただきました。
お彼岸のお供えは、同じ物で
も秋は萩の花にちなんで「おは
ぎ」、春は牡丹の花にちなんで
「ぼたもち」、と呼ぶそうです
ね。甘いおはぎに、みなさんの
お顔にも自然と笑顔の花が咲い
ていました。

箸が転んでも可笑しい
お年頃？！
笑いは健康の素ですね
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鶴々会にて表彰を行った皆さんをご紹介します！
これからの抱負もインタビューしてみました。

これからも精一杯
楽しく生きていき
ます。

喜ぶという字を七十七と

米という字を八十八と

書くことが由来です。

書くことが由来です。

今まで通り好きな
趣味を続けていけ
たらいいなぁ。

毎日大好きな
“やしきたかじん”
さんを聴いて過ご
したい。

これからもマイペ
ースに毎日を過ご
していきます。

ますます元気にな
りますようにがん
ばります。

昭和 6 年以前にお生まれの方がたです。

ますますがんばり
ます。まだ長生き
します！！

身体に気を付けて
このまま保ってい
きたい。

これからも元気に
がんばります。

人様に迷惑をかけ
ないようにがんば
りたいと思います。

元気でありたい！

これからも一生懸
命がんばります。

毎日元気で暮らし
たいです。

元気で過ごせるよ
うに、歩く運動を
がんばります。
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今まで通り健康に
気を付けて生活し
ます。

ハロウィン

カフェ

10 月最後の土曜日は“ミスター
ドーナツ in つつじ荘”。
ハロウィン仕様にデコレーション
された楽しいドーナツをご用意し
ました。皆さん、甘～い大きなド
ーナツをペロリと召しあがられて
いました。どこからか、「もうひ
とつ食べたい！！」という声も聞
こえてきました。スイーツはココ
ロも幸せにしてくれますね。

柚

の 木 成長報告
子

5 年前はひょろひょろ

『桃栗 3 年、柿 8 年、
梅は酸い酸い 13 年、柚子の大馬鹿 18 年』
…なんてことわざがありますが、5 年目の夏、つい
につつじ荘の柚子の木にいくつか実がなりました。
冬至の柚子湯に使えるくらいたわわに実る日はもう
少し先のようですが、成長が楽しみですね。
これまた小さな実をつけました。

2021 年の夏、
立派な実が育って
います。
一緒にゴーヤも(笑)

2016 年に植樹した
柚子の苗木。
スクスクと育って
いましたが…

だんだんと
色づいてきました。
この香りはまぎれも
なく柚子です!!
（あたりまえ）

そして
小さな花をつけ…

2017 年の台風で
上半分が折れて
しまうというハプ
ニングに見舞われ
てしまいました。

そんな苦難にも、
襲い来る青虫
にもめげずに葉を
茂らせていました。

10 個の柚子を収穫しました。

柚子湯が楽しみです！
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今回は“長寿の祝い会食”と “豊食定食”です。

長寿の祝いの日の夕会食は、見た目も
カラフルな海老天のお祝い御膳でした。
ふっくらお赤飯には栗を混ぜ込み、秋ら
しさとおめでたい雰囲気を存分に感じて
いただけたと思います。お節では海老は
腰が曲がるまで長生きするという縁起物
ですが、この日の海老はとっても姿勢の
良い海老でした。（笑）

少し涼しく（寒く？）なってきたのでお
刺身がご提供できるようになり、皆さんに
は大変久方ぶりの『お刺身＆天婦羅御膳』
をお召し上がりいただきました。
とってもボリュームのある夕ご飯でした
が、あっという間にぺろりと召し上がら
れ、ご満悦な皆さんの笑顔を拝見すれば、
…感想を聞くまでもなかったですね。

皆様より献立リクエスト等がございましたら職員までお伝えください。
栄養課と相談し、ご提供できるよう企画したいと思います。

食中毒を起こさないよう注意が必要です！
給食の持ち帰りは絶対になさらないようお願い申しあげます。

隠れた法則は日本の硬貨のシルエットだったのですね。

＝
＝

答えは a でした。

＝
＝
＝

7

新型コロナウイルスの感染予防・蔓延防止のため、いくつかの
合同行事等の開催を見合わせています。ご了承ください。

冬至 柚子湯
クリスマス

パーティー
新年ご挨拶会
鏡開き

お善哉の会

節分
豆まき会
バレンタインカフェ
懇談会 ＆ 席替え
雛祭り 甘酒の会

観桜会
上記の他に毎月末には「お誕生日会」、遇数月の第３木曜日には「ヤクルト講習会」があります。
毎月の詳細は行事予定表をデイルームに掲示いたします。ご不明な点は職員までお尋ねください。
皆さまからのエッセイや俳句などのご投稿もお待ちいたしております。
カラオケや手芸のサークル活動や喫茶などボランティアで来ていただける方を募集しています。
入居者の皆さんに優しくご指導いただける方や、楽しい時間を一緒に過ごしていただける方を
お待ちいたしております。詳しくはつつじ荘職員までお問い合わせください。
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大阪の冬の定番イベント、御堂筋のライトアッ
プのニュースが流れ始めると、冬の訪れを感じ「今
年も終わるな～」とちょっと切ない気持ちになり
ます。そして、クリスマスの時期が
近づくと、私は「サンタクロースっ
ているんでしょうか？」という本
を毎年読み返しています。
今から 125 年前に、アメリカの
「ニューヨーク・サン新聞」に 8
歳の女の子が、サンタクロースって
本当にいるんでしょうか？という
手紙を送り、ある記者がその質問

を社説で取り上げ、ぴたりと答えました。その社
説が和訳され本となり、語り継がれています。
「バ
ージニア、おこたえします。」で始まる手紙は、豊
かな想像力と愛情がこめられ、味わい
深く、温かい気持ちになれます。目に
見えないものにこそ真実があると教え
られます。バージニアと同じ、かつて
は子供であった大人(私)が、目に見え
ないものこそ愛情深く、何に対しても
真剣に取り組まなければならないと思
い返すために、この本を読み返してい
るのです。
T

