天

表

駐車場の桜でお花見

サービス付き高齢者向け住宅

プラチナスクエア ひまわり
新型コロナウイルス感染防止のため、
お出かけやお花見が中止になって
しまいましたが、住民の皆様は
いつも通り、元気に過ごされています。

移動販売車でお買い物
避難訓練

お 願 い
マスク・使い捨てカッパ・シャワーキャップ・タオルが不足しております。
玄関の外に、青い「思いやり BOX」を設置しておりますので、ご家庭で不要のもの
があれば、お持ちいただけると大変ありがたく思います。
＊感染予防に使いますので、恐れ入りますが未使用のものでお願いします。

行事予定
外気浴

簡単にマスクを
作る方法を紹介
します！！
③両端をゴムの位置で

ケーキバイキング

折る
ハンカチとヘアゴム 2 本

あおぞらカフェ

を使います。

芝生でランチ
発行元：社会福祉法人 正寿会
〒679-2302 神崎郡市川町下牛尾 680

④縦横幅を調整する

編集後記
世界中が新型コロナ感染症対策に追われ、不安
な生活を余儀なくされている事と思います。

と完成！！
①ハンカチを広げ 4 つ
に折る。

今できる事をそれぞれがおこなうことで、少し
でも早く終息することを祈っています。
また、
「コロナ差別」が報道されていますが、人と
して誹謗中傷など心を痛めるような事は、決して

こんな感じになりま

してはいけないことだと痛感しています。
みなさんはどう考えておられるでしょうか？

②3 等分の幅の位置を目
安に左右からゴムを通す

す。急を要する時に作
ってみましょう！！
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施設でのコロナ対策への取り組み
グループホームひまわり荘

福崎の家
お誕生日、おめでとうございます♪

ひな祭り♪♪
日に何度もあらゆる箇所を消毒
しています
お彼岸
デイサービス、グループホーム

特養玄関前にシンク設置
出勤前、外出後は必ず手指洗浄、消毒

では手作りマスクを作成

消毒！除菌！
施設内は各所に消毒や次亜塩素酸水噴霧器を

お餅を作り、頂きました。

日常

設置
お花見ドライブ♪

出入の業者さんにも玄関を入る前に手指洗浄後、
体調の記入、検温実施を徹底しています

日頃はこんな風に、洗濯物をたたんだり、野菜の
皮をむいたりして協力しあって過ごしています。

新型コロナウィルスの流行が全国で蔓延しつつある中、ひまわり荘では
桜が満開ですごくよかったです。

感染防止に全力を尽くしています。
デイサービスでは、毎日のご利用前の検温、手指消毒、マスク着用に加

作品！！

え、ご家族の体調も確認させていただいています。
特養・グループホームでは、ご家族に面会を控えていただいたりボラン
ティアの来荘をお断りする事で外部との接触を避け、またデイサービ
ス、特養、グループホームの事業所間のご利用者、職員の接触も避けて
いる状態です。
職員も出勤前の検温、手指洗浄、消毒、マスク着用等にて感染を施設内
に持ち込む事のないよう細心の注意を払っております。
ご利用者、ご家族の皆様にはご迷惑をお掛けする事も多い中、まだまだ
収束の兆しが見えておらず、先は長く感じられますが、皆で一丸となっ
てこの未曾有の危機を乗り切っていくしかありません。
施設での面会は未だ適いませんが、メッセージカード等にて近況は都度
お知らせしていく予定です。気掛かりな事や、現在の様子を知りたい等
のご要望があれば、遠慮なくお申し出下さい。
1

手作りの桜の木です。

ちらし寿司を作り、頂きました♪
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グループホームひまわり荘

特別養護老人ホームひまわり荘

できる事はするで！
お誕生日おめでとうございます！！

日光浴

ひな祭り

太陽を浴びて身体を動かしましょう

お雛様と写真をとり、雛あられを頂きました♪

祝！百歳！

1 月 29 日

お誕生日おめでとうございます

みはらし台へ

お雛様の気分で 1 枚！

車椅子寄贈

お弁当を頂きました。

2月5日

市川中学校よりいただきました
町長と笑顔で握手

3 月の天気のいい日に、外で
巻き寿司を頂きました♪

お花見
習字

書道クラブ

裁縫
座布団制作中です

屋外喫茶

桜の下でお花見をしましたネ♪♪

今年はコロナの影響で恒例のお花見会ができませんでした
が、お天気に恵まれ存分に桜を楽しめました

季節に合わせた文字を選びました。

5

今年も綺麗に咲いてくれました
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「レクリエーション運動」

楽しみなが
ら体をほぐ
します
お花見

「リラクゼーション」

「百歳の森」にて
お茶会

温かい
アロマタオルで
一休みタイム

「共同作業」

囲

碁

創作いろいろ

園

「料 理」

習

芸

字
いろんなゲームや創作活動を
通して、手先のリハビリや意欲

※現在は料理・カラオケは自粛しています

の向上、皆様の親睦にもつなが

大学芋

っています。
ボールのせ

塗り絵

刺繍

テーブルボーリング
壁飾り

あられ

3 漬

物

お手玉の山くずし
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