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「ポストコロナ」に踏み出す                 

                                            
山中隆生 

  

 2月以降、新型コロナウィルスに飲み込まれそうな中で、箱舟の中のノアを想って

いました。ご存じ旧約聖書創世記のお話です。この状況がいつまで続くのか、どこへ

流れ着くのか、そもそも洪水に持ち応えられるのか。 

 緊急事態宣言解除といっても、すぐに面会の受け入れに踏み切って大丈夫か。 

 洪水収束後に手を尽くして外の状況把握に努めてもなお、箱舟から出るふん切り

が付かなかったノアの心持がよく分かりました。すべての生き物1つがいずつという

箱舟に託されたかけがえのない命と、三愛が担う住人さんの命と暮らしとがぴったり

重なります。 

 箱舟から踏み出すノアを迎えたのは、新しい契約の印である鮮やかな虹でした。 

 さて、私たちを待つのは…。  

撮影：京都府舞鶴市の二重の虹 山中 隆生    



居宅介護支援事業所さんあい 

 在宅で支援を要する方の中には、名古屋の福祉施

設でクラスターが発生した際、感染防止のため、サービ

スを利用できない場面がありました。感染の不安の

中、入所を急がれた方もいます。また、精神不安を抱

える方は、支援や訪問を拒まれることがありました。 

 電話や訪問により不安が軽減でき、支援が届くように

努めたいと思います。 

特別養護老人ホームのぞみ 

多くの介護施設同様、のぞみでも、看取りなど例外

的な場合を除いて、面会ができない状態が続きまし

た。ご家族からは、「会いに行けないことで認知症が進

むのでは」「私がわからなくなるのでは」という、苦しい

声がたくさん寄せられました。住人さんに至っては、世

の中がどうなっているのか分からなくても、ご家族に会

えない今を、それぞれが様々な形で感じ取っているの

だなと思います。 

緊急事態宣言が解かれたあと、条件付きで面会を

再開する動きが出てきていますが、各地で感染者が

判明し、第2波の懸念もある中、もっと弱い立場の人

をどう守り抜くか。自然災害への対応と同様、試行錯

誤しながら知恵を貯めておきたいと考えています。 
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ショートステイのぞみ 

 新型コロナウイルスの対策として皆様にいくつかお願

いごとの手紙を配布し、ご協力をお願いしました。 

 ショート利用時の朝の体温測定、送迎車内でのマス

クの着用、到着時の消毒、手洗い、面会の自粛等対策

を行っています。今後もご協力よろしくお願いします。 

グループホームあいわ 

 以前とは違い、ご家族の方々の面会ができなくなり

ました。また、ボランティアの方も来訪されなくなり、更

に、外出や喫茶等へ出掛けることも難しくなりました。 

 しかし、これを機会にグループホーム内やその周辺

で、楽しめることを見直せたような気がします。室内にこ

もりがちだった住人さんの場合、外気浴・散歩を大事

にして気分転換を図るようになってきました。また、以

前に増して塗り絵に一生懸命取り組む住人さんの様

子が見られます。 

 これはほんの一例に過ぎませんが、どのような時や

場合でも何か楽しめることを探したらいいのではないか

と気付かされました。 

ボランティアコーディネーター 

 3月より、園芸以外のボランティアさんの受け入れは

中止させていただいています。 

 「人との接触を可能な限り減らす」という感染拡大防

止に伴い、私自身も住人さんとの関わりをしばらく躊躇

していましたが、「レクリエーションも生活の一部であり、

心の潤い」として感受し、個別やグループでのレクリエー

ションを行い、住人さんとの楽しい時間を共有させてい

ただいています。 

 今後は、三密の回避を前提に、段階的にボランティア

さんのレクリエーションも再開していく予定です。 

 ここにボランティアさんへの日頃の感謝の気持ちを申

し上げると共に、再開できることを心待ちにしていること

をお伝えいたします。 

デイサービスセンターさんあい 

 送迎時での感染対策として、送迎便数を増やし、少

人数での送迎を実施。乗車前に検温と健康状態の確

認、マスクの着用、窓の開放を行い、車中での三密を

防いでおりました。 

   デイサービス到着後のうがい、手洗い、消毒を徹底。          

   入浴時では、座席を配慮し、人数制限を行うことで、 

入浴回数を減らさせていただきました。 

 引き続き感染対策を行いながら、必要に応じて段階

的に対応を変更して参ります。 

 ご本人様やご家族の皆様には多大なご理解とご協

力をいただき、感謝しております。 

 毎年、冬季にはインフルエンザ対策として職員は出勤時に手指消毒・検温を実施していましたが、今年はそれに加えて新

型コロナウィルス対策として職員は全員マスク着用、住人さんも全員毎日検温を実施しています。施設として、協力病院との

協力体制の確認や防護服などの準備もしています。 

 ご家族の皆様にも面会制限等、感染対策にご協力いただき大変感謝しています。ありがたいことに今現在、一人の感染者

も出ず無事に過ごせています。 

 これからもまだまだ、油断せず感染に留意して活動していきたいと思います。               感染対策委員会 

名古屋外国語大学の学生さんとZoomミーティングでお話 

アレンジフラワーに挑戦！ 

 マスク工房発足！お陰さまでたくさんできました。 

パソコン→ 百合のお花が大好きですって。 

特別なコーヒー豆で淹れたウインナーコーヒーは格別です！ 

期間限定「居宅さんあい喫茶」です。 

紙マスクや手作りマスクを持って来て下さる方もいらっしゃいました。 

住人さんに手作りのお花のプレゼント 



貸借対照表（2020年3月31日現在）  

【資産の部】  【負債の部・純資産の部】 (単位：千円) 

流動資産 174,678 流動負債 44,114 

固定資産 559,160 固定負債 82,929 

 うち基本財産 450,616 純資産 606,793 

 うちその他の固定資産 108,543  うち次期繰越活動増減差額 89,095 

合計 733,838 合計 733,838 

        事業活動計算書 

（2019年4月1日～2020年3月31日）  (単位：千円) 

サービス活動増減の部 収益    419,857 

サービス活動増減の部 費用      430,718 

    うち人件費       285,205 

       事業費 57,051 

         事務費 36,718 

減価償却費 41,237 

国庫補助金取崩額 -16,494 

サービス活動増減差額 16,139 

サービス活動外増減差額 -277 

経常増減差額 15,861 

当期活動増減差額 18,209 

前期繰越活動増減差額 70,885 

当期末繰越活動増減差額 89,095 

次期繰越活動増減差額 89,095 

             ～感謝をもって報告いたします～ 

下記の方々から、2019年度、法人へ直接、ご寄附・ご寄贈いただきました。(順不同・重複略) 

 この度、三愛後援会より福祉車両1台をご

寄贈下さいましたことに、心から感謝とお

礼を申し上げます。住人さんからも多くの

喜びの声が聞かれました。 

 住人さんお一人ひとりの希望に沿い、地

域との関わりを大切にした外出支援となる

よう、努めて参ります。 

 また、外出の際には、感染状況に注意を

払い、感染防止策が不十分な場所は避ける

等の対策をし、安心安全な運転を心掛けて

参ります。 グループホームあいわ一同 

 今年の春祭りでは春の音楽を聴いたり、桜柄のランチョンマットや手作り箸置きを

ご用意しました。 

 当日は天候にも恵まれ、庭に咲いたチューリップや愛知牧場の菜の花畑を見ながら

のお食事となり、より近くで春を感じていただけたかと思います。握り寿司や天ぷら

は今年も大好評で、普段食欲のない方もペロリと召し上がられ、みなさん素

敵な笑顔でした。 

 また来年も住人さんの楽しみの一つとなるよう新しいものを取り入れてい

けたらと思います。           管理栄養士 久保田 咲希 

丹羽 百恵様  松井 浩吉様 廣村 明夫様 渡邊 均様  松井 徹様  青山 耕三様 伊藤 京子様   

廣村 禎代様  内藤 キミ様 松尾 愼一様 西村 高志様 西村 通様  土屋威一郎様 鈴木 昭弘様   

豊田 江美様  鈴木 ゆき様  本田 健二様 正木 和彦様 早川 雅之様 島 しづ子様  西田 勝様  

中町歯科様 十字ヶ丘復活苑様 金城学院大学ｷﾘｽﾄ教ｾﾝﾀｰ様 三愛後援会様 氏名非公表３名                         

4月4日（土）に毎年恒例の春祭りが開催されました 

三愛後援会より大きなプレゼント！ 

社会福祉法人 愛知三愛福祉会2019年度財務報告 



氏名 藤本 伸二 

所属 事務所 

業務 宿直 

趣味 野球、釣り、競馬 

 定年退職後、2年間程、仕事から離

れていましたが、先輩の紹介で4月か

らお世話になっております。 

 各スタッフの方々の真剣な仕事振り

を見ていますと私も身の引き締まる思

いです。早く仕事を覚え、ご迷惑をお

掛けしない様、頑張ります。 

 氏名 中道 洋子 

所属 事務所 

業務 クリーンスタッフ 

趣味 パッチワーク 

 知人の紹介で、本年2月から勤務さ

せていただいております。 

 体力には少し自信があったのです

が、お仕事をさせてもらい、体中が

劣っているのに驚くばかりです。 

 先輩方に教わりながら頑張ります

のでよろしくお願いいたします。 

氏名 上田 建 

所属 特別養護老人ホームのぞみB 

業務 介護 

趣味 野球観戦 

   大の中日ファンです！ 

 住人さんにとって住みよい、その人

らしい生活を過ごせるよう、一所懸命

サポートしていければと思います。 

 よろしくお願い致します。 

 氏名 牧野 早苗 

所属 あいわ 

業務 介護 

趣味 散歩 

 住人さんが穏やかに、また楽しく笑

顔いっぱいで生活できるよう頑張り

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

氏名 河村 博行 

所属 特別養護老人ホームのぞみC 

業務 介護 

趣味 釣り(海釣り、バス釣り) 

 釣りが好きな人がいたら声を掛けて

ください！ 

 見学で訪問させて頂いた時から

『アットホームな空間』に心惹かれ、

ここで働きたいと思い、今働かせて頂

いています。 

 皆さんと信頼関係を築き、毎日楽し

い生活を作っていきたいです。 

 これからもよろしくお願いします。 

 氏名 知念 加奈子 

所属 事務所 

業務 事務 

趣味 旅行 買い物 

 4月から働いています。皆さんが安

心して楽しく過ごせる施設だなと思

いました。 

 早くお役に立てるように頑張りま

す。何かありましたら気軽にお声掛け

して下さい。 

 三愛の窓口になれるように日々努

力していきたいと思います。 

あたらしい仲間 
「お一人おひとりに合った 

支援者になりたいです。」 

氏名 杉浦 敏 

所属 事務所 

業務 事務長 

趣味 40年続く草野球生活。 

 現役継続には日々努力、自転車

通勤もトレーニングの一環です。 

 還暦の新人です。よろしくお願

いいたします。日々の出来事の何

から何まで新たなことばかり、生

涯勉強と改めて思い知らされてい

ます。 

お陰さまで春らんまん 

 私たちは「のぞみ」や「あいわ」で庭の手入れなどのお手伝いして

いる「のぞみ園芸ボランティア」です。 

 2010年より一般市民の方たちとボランティアグループを立ち上げ、

中庭の手入れをしています。2012年4月から施設が日進市のオープン

ガーデンに参加され、主にチューリップを中心としていた中庭の手入

れをして皆さんに楽しんでいただいています。 

 残念ながら今年はコロナ関連で中止となりましたが、住人さんには

楽しんでいただけたかと思います。      石川 明博 様 
撮影：４月17日のぞみ中庭 石川 明博 様 

 さて、ご愛読の皆さん 

のぞみの食事は大変 

おいしいです！ 

肉や魚の南蛮漬けや鮭の 

ムニエル・タルタルソース

添え、カレーもピリッ辛で 

おいしいです。 

機会があれば 

一度お召し上がりあれ！ 

 多くの方のエールでこうしていられることに感謝です。来年は良き春になりますように。  編集後記 

 まずは、見学にお越しください！ 

介護(常勤・非常勤)、看護(常勤…夜勤はありません。)、ケアマネジャー(常勤) 

世話好き、おせっかい、力持ち、お話好き、未経験、ブランクのある方、60歳以上の方も…大歓迎！ 

スタッフ募集 

 お電話相談も待っています！ 
(0561)75-4321(担当：杉浦) 

Ｍ・Ｋ 


