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気を引き締めて最後に打ち勝つ！

いつも通りの生活がとても恋しい凜と

ヘルパーさん他 スタッフ募集しています！

ヘルパーに加え、管理者やサービス提供責任者及び介護支援

専門員の募集も行っています。処遇改善手当に加え特定処遇

改善手当も支給しています。詳しくはホームページをご覧く

ださい。http://www.fukurohelp.com ※ホームページ

グーグル・ヤフーで「ふくろうヘルプ」で一発検索

鯉のぼり
春本番、食材もとっても豊か。

ひるまず、いままで通り！ わが施設では絶対に感染防止します！

フルコースメニュー
にしてみました

今月のテーマ

世の中コロナばかりで毎日が窮屈。鯉のぼりの

ように大空いっぱい羽ばたいてみたいですよね

鯉のぼりは上から黒（お父さん）、赤（お母

さん）、青（子供）の鯉が空を泳いでいます。

黒のイメージは少しのことでは動じず皆を支

える大黒柱のお父さん鯉。

赤の鯉のぼりは、優しく家庭と子供を包み、

あたたかみがあるお母さんにふさわしいです。

青色の鯉のぼりは、伸び伸びと成長し、育っ

ていく色のイメージ。

鯉のぼりのように家族とともに自由に羽ばた

きたいですね。

子供の日には菖蒲湯に入る風習があり

ます。菖蒲湯に浸かり、無病息災を

願ってはいかがでしょうか？

菖蒲の香りにはリラックス効果があ

り、血行促進や疲労回復の効果があり

ます。

は親からの愛情の歴史

気を引き締めて最後に打ち勝つ！

いつも通りの生活がとても恋しい

バーベキュー

しました

とにかく明るさを取り戻したくて、敷地でバーベキュー。こもってばかりなので、たま

にはいいですね。利用者の笑顔に加えスタッフも忙しいながら、みんなに喜んでもらい

ました。

【旬の食材】とは、

その食材が最も熟

し栄養価が高く、

新鮮でみずみずし

く美味しい状態で

あるということ。

端
午

のびのび

したいよ

柔らかい

ビーフ
てんこもり

本格的な

設営
施設長提供

募集
おきがるに

お電話ください

そして上質な栄養を

持つ野菜や魚など旬

の食材は、旬を迎え

ると市場にも多く出

回るので安価でもあ

るんです。

パンケーキ

みたらしも
作ってみた

上手に積み
上がりました

端午は五節句の一つ。端午の節句、菖蒲の節句

とも呼ばれる。日本では端午の節句に男子の健

やかな成長を祈願し各種の行事を行う風習があ

り、現在では5月5日に行われ、国民の祝日「こ

どもの日」になっている。



　

●居宅介護支援事業所

株式会社永心 ふくろうヘルプ
〒 709-4334 岡山県勝田郡勝央町平865番地 TEL0868-32-8531 FAX.0868-32-8532

http://www.fukurohelp.com ※ホームページ グーグル・ヤフーで「ふくろうヘルプ」で一発検索

● 施設名 ふくろうヘルプなぎ

● 所在地 〒708-1323 岡山県勝田郡奈義町豊沢297

● 介護保険事業者番号 岡山県・奈義町 3373600620

● 電話番号 0868-20-1323 FAX 0868-20-1324

全事業所平常運転です・訪問介護・有料老人ホーム・居宅介護支援・障害福祉サービス・保険外サービス

● 施設名 ふくろうヘルプ

● 所在地 〒709-4334 岡山県勝田郡勝央町平865

● 介護保険事業者番号 岡山県 3373600612

介護予防訪問サービス 勝央町・美作市・津山市

● 障害福祉サービス事業者番号 岡山県 3313600060

● 電話番号 0868-32-8531 FAX 0868-32-8532

● 施設名 ふくろうヘルプ津山

● 所在地 〒708-0872 岡山県津山市平福51-５

● 介護保険事業者番号 岡山県 3370302402

介護予防訪問サービス 津山市・鏡野町・美咲町

● 障害福祉サービス事業者番号 岡山県 3310300847

● TEL 0868-32-8561 FAX 0868-32-8562

● 名称 ふくろうライフ

● 所在地 岡山県津山市久米川南586

● 登録 岡山県

● 電話番号 0868-32-8551

。

● 施設名 ふくろうケアセンター

● 所在地 〒708-0872 岡山県津山市平福51-5

● 介護サービス事業者番号 3370302410

● TEL 0868-32-8561  FAX 0868-32-8562

●住宅型有料老人ホーム

●訪問介護事業所●訪問介護事業所

訪問介護
事業所

当施設から感染者は出しません！ 利用者さまとスタッフを守る ふくろうヘルプの基本方針

1日の出発はまず、自分自身の健康管理が基本です。出発前の体温測

定を義務化し、毎日管理ｌｉｎｅで本部に通知します。37.5以上の

熱のある場合は出社させず、医療検診を義務付けます。

マスクについて

加湿器の利用 出社時検温

日常の健康管理

手洗い

スタンダード・プリコーション

出社帰社・訪問先での出入りは当然の事。

基本に忠実に、きめ細かく全体を洗い、

ハンドクリームでケアをします。

自社保管のマスクの他、昨今では厚生労働省から施設向けの布製マス

クが届くようになりました。スタッフを始め、利用者様へもわずかで

はありますが、お届けできるようになりました。また、不足時に備え、

手作りも着手しています。

会社としましては、会議の短縮及び削減、残業不許可など、出来る対

策を処していますが、基本は家庭にあります。リズム正しい生活習慣

に加え、早寝早起きの推奨、健康維持のための食事の工夫、更には体

力づくりの奨励など、さまざまな呼びかけを行っています。

「スタンダード・プリコーション(標準予防策)」の考え方は、病院の

みならず介護施設、在宅介護の現場でも基本的な対応方法として推奨

されています。 スタンダード・プリコーションの基本理念は、「す

べての患者の血液・体液・排泄物は感染源になる可能性があるものと

して取り扱う」つまり、人は誰もが病原体を持っているかもしれない

と考えて対応していきましょうという考え方です。

当施設におきましても、再度研修の上、細かく基本のチェックを

行ってまいります。

利用者異変時

各施設では日中日夜、抗菌剤を入れた加湿器を稼働しています。

60％の湿度を維持し、室内全体の除菌対策としています。

緊急時マニュアルを教材に、日ごろから研修を重ね、

現場対応・応急処置・救急救命措置・通報連絡など、

本部を司令塔に速やかな対応を目指します。

来所者さまへのお願い
大変恐縮ではございますが、来所はできるだけ控えて頂くようにお願

いします。ご用件はできるだけ電話やファックス・メールで対応して

頂くようお願いいたします。来所が必要な場合はマスクを着用いただ

き、玄関先での対応にご協力ください。

また、どなたさまに限らず、外国帰りの方や関西首都圏へ行かれた

方は少なくとも15日以上の間をあけて、その旨ご申告・受付の上ご訪

問ください。

また、介護関連以外の業者様につきましては、大変恐縮ですが納品以

外のご訪問は固くお断りいたします。あしからずご了承ください。

昨今の新型コロナ状況に鑑み、当社としての基本方針を策定いたしましたので、周知させていただきます。

サービスの提供にあたっては、ご利用者様を守る観点から、今後もサービス提供におきましては変わりなく提供してまいります。その際にはご利用者

様自身のマスクの着用にも努力をいただくようお願いしたく存じます。また、サービス提供の際には、毎回ご利用者様の発熱の有無を確認させていた

だき、体温の測定をさせていただきます。発熱が認められた（37.5度以上）の場合は、診療所での受診を促し、当サービスのご利用を控えていただき

ますようお願いしております。

当社スタッフにおきましては、従来の毎朝検温の他、マスク着用に加えフェイスガード・シールド等を順次導入し、今まで以上に衛生管理を徹底し、

不要不急の外出も控え、買い物もまとめ買いを行い、外出頻度を減らすよう取り組んでいます。また、介護現場における、近接したサービス提供をで

きるだけ控え、万が一の感染防止に資するよう取り組んで参ります。

当社としましては、厚生労働省並びに県をはじめとする自治体の指導を遵守し、ご利用者様の安全確保を最優先に取り組んで参る所存でございます。

今後の状況によりましては、利用者様へのサービスに支障の出ないよう総力で取り組んでまいります。また、新規の利用者様につきましては、最後の

砦の使命感を自覚し、分け隔てなく受け入れてまいりますが、今後の状況によりましては、利用の制限やお願いをさせていただく場合もございます。

ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、万全の態勢で取り組んでまいりますので、ご理解並びにご協力お願い申し上げます。

●訪問介護事業所


