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新型コロナウイルス感染症の広がりを受けて、先月 4月7日
に発出された緊急事態宣言の期限がこの 5月6日切れるのに先
立ち、31日まで期間延長を政府が決めました。その間外出自
粛の要請を受け、私たちの普段の生活も一変しました。
更にこの月末まで外出自粛は続けられることとなりました。

私たちは私たち自身の手で感染からこの身を守らなく
てはなりません。食事、運動、そして人との繋がりを大
切に皆様力を合わせて乗り越えましょう。

5月のイベント・レクリエーション

新型コロナウイルスによる
感染症に注意しましょう

＊イベント・レクリエーションの日程等は、都合により変更になることがあります。
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理美容サービス

新型コロナウイルス感染症に関する注意とご協力のお願い

5月の理美容サービスは
5月 13日（水） に行います。 5月 21日（木） に行います。
5月は希望人数に達したので締め切らせて頂きました。ご希
望あればスタッフまでお申し出ください。

今や世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症。私た
ちの身近な所にも広がってきています。
デイサービスをご利用される日は検温し、体調に変化がないかを送
迎担当スタッフへお申し出のご協力をお願いいたします。

機能訓練加算算定中止のお知らせ

機能訓練で日常生活を元気に過ごしましょう！

デイサービスでは、担当しておりました機能訓練指導員の退職により、これまで行ってまいり
ました個別機能訓練加算Ⅰおよび運動器機能向上加算を1月より中止させていただいています。
ただし、加算はいただきませんが、機能訓練サービスは継続してまいります。

少しでも気になることがあれば気軽にスタッフにお申し出ください。

デイサービスキャンセルの連絡方法についてのお知らせ
当日朝、急きょお休みされる場合はお手数ですが、午前 8 時 20 分ごろに当事業所までご連絡下さい。

また、あらかじめ確認可能なお休み（受診や私用によるもの）については送迎時もしくはお渡ししてい
る連絡帳に記載をお願いいたします。

る連絡帳に記載をお願いいたします。
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デイサービス日記
緊急事態宣言の延長
政府は4月7日に発出された新型コロナウ
イルスに関する緊急事態宣言について5月6
日の期限を31日まで延長する方針を固めま
した。
重点的な対策が必要な特定警戒地域は引
き続き他人との8割接触減を求めつつ、屋
外の公園や博物館は開放を認めることも伝
えられています。
今だ新型コロナウイルス感染症が全国で
流行し、不要不急の外出自粛が呼びかけら
れています。

る量が減ったり、保存の利くカップラーメ
ンなどが多くなって、栄養が偏ってしまい
がちです。
心がけてほしいのは、
★ 朝昼晩、3食しっかりとること。
★ 多様な食品をバランスよく食べること。
★ 特に高齢者は筋肉の量の減ることが心
配なので、筋肉のもととなる良質なたんぱ
く質を意識してとることです。

特に、高齢者の方は感染症が重症化しや
すいと言われているため、いわゆる 「3
密」を避けるなど生活習慣全般の見直しが
求められているところですが、一方で外出
の機会が減ることにより、「生活不活発」
による心身機能の低下が懸念されます。
誰でも年齢を重ねると徐々に心身の機能
など様々な機能が衰えてきます。
今回のコロナの問題で、家の中に閉じこ
もってばかりいると、食欲が落ちて低栄養
になり、筋力が衰えていく。それによって
さらに生活の動作が鈍くなって外出も難し
くなる。そうした悪循環に陥って、一気に
健康の悪化が進むのではないかと心配され
ているのです。
2週間動かない状態が続くと、7年分の筋
肉量が失われるともいわれています。

規則正しい生活を送ることが基本ですが、
特に気をつけていただきたいのが、「食
事」「運動」「人との交流」この3つです。
当たり前のようですが、家にいる時間が長
く生活のリズムが崩れると、どれもおろそ
かになってしまいがちです。
1つ目は、活力の源となる「食事」です。
家に閉じこもっていると食欲が落ちて食べ

4月のイベント ニュース
4月17日

書道サークル

書道をされる時はその本気度が半端ない
という感じで伝わってきます。

みやび温泉

たとえば、朝牛乳1本と卵1個、昼に生姜
焼き2枚くらい、夜に焼き魚、このくらい
食べてもたんぱく質の摂取量は1日60グラ
ム程度ということです。これに納豆や冷や
やっこ、ヨーグルトを加えたり、食後の
コーヒーを、豆乳を入れた豆乳ラテに変え
たりすれば、30グラムほど増やすことがで
きます。
もうひとつ、食事との関係では、かむ力
や飲み込む力を維持するために、口周りの
筋肉を鍛えることも大切です。意識して噛
みごたえのある食品を食べたり、好きな歌
を歌ってみたり、早口言葉を練習したり。
自宅で閉じこもって人と話をする機会が減
ると、口周りの筋肉も衰えていくからです。
しっかり歯磨きをして口の中の清潔を保つ
ことも必要です。虫歯や歯周病になると食
事が進みませんし、口の中の細菌が出す酵
素によって、のどや鼻の粘膜が壊され、感
染症にかかりやすくなるという報告もあり
ます。

https:/
感染症

看護師からのお知らせ
5月に入り徐々に気温も上昇。なんとなく
気持ちも弾む季節になりました。
本来なら運動もかねて外出する機会も多
くなる頃ですが、今だコロナの影響で外出
自粛の日々が続きます。
自宅でも定期的に窓を開け、お部屋の喚
起をし、外出したら「うがい」「手洗い」
をしっかりと行いましょう。
また、夜分には肌寒いこともありますの
で、衣服で調整するなどして、体調管理に
もお気をつけ下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響で4月もボラ
ンティアの方々の来訪はありませんでした。
4月22日 手芸サークル

今月もつばめのひなはにぎやかな作品に仕
上がっていました。

「香りの湯」

5月 1日（金） 11日（月）
21日（木） 26日（火）
に 行います。
みやびのお風呂でからだの芯から温めて、
健康で清潔な日々を過ごしましょう。

以上 看護師 吉岡洋子

手芸サークル

今月はピュアでここちいい香り。
心と体にくつろぎを。
「レモンの香り」 です。

健康のために心掛けること。2つ目は運
動です。
運動することで、食事で摂ったたんぱ
く質が効率よく筋肉になるとされています。
★ 天気のいい日に、散歩に出かけたり、
開放された場所で運動したりすることは、
積極的に行ってほしいと思います。もちろ
ん人込みは避けなければなりませんが、こ
うした外出は自粛の対象ではないとされて
います。外に出ると気分も晴れやかになり
ます。
最後の3つ目のポイントが「人とのつな
がり」です。
こんな時だからこそ、気の合う人と電話
で話をしたり、メールや手紙をやりとりし
たりして励ましあうことが必要ではないで
しょうか。そうした関係が、何か困った時
の安心感につながります、やりとりするこ
とで気分が少しでも明るくなれば、食欲が
わいて、身体を動かす気持ちにもなれると
思います。
外出自粛の生活がまだ続きそうですから、
無理せず、楽しくとういことです。
新型ウイルスの感染拡大で、高齢者が楽
しみにしている地域の運動教室や食事会な
どの休止が続いています。気分も沈んでし
まいがちですが、また元気に地域のお仲間
と楽しい時間を過ごすためにも、この時期、
より健康な日常を意識した生活を心がけて
行きましょう。

5月の手芸サークルは
“手作りマスク”です。

5月 29日（金） に 行います。

書道サークル
5月 14日（木）

以上、イメージ写真、については、インターネット調べからの抜粋によるものです。

に 行います。

4月17日
の書道サークル

4月 介護職員土井緑さん、看護師有吉百合子さんが退職されました。

