
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ･ポール通信 
第 19 号  令和３年 1 月 1 日発行  

有限会社ラ･ポールおとくにケアサービス  

京都府乙訓郡大山崎町大山崎広敷 1-24  

法人理念  

信頼できる 

サービスを  

 

１１月の空が澄みわたった日、３歳のともくんに桂坂の美しい紅葉を見せたくて車を走らせた。  

途中、金色に輝くイチョウの木を指し、「ともくん、いちょうの黄色がきれいだよ。」というと、「うー

ん、にじいろだね。」と言う。私には緑から黄へのグラデーションが美しい、三色程度の黄色にし

か見えない。でも、彼の目には虹色に見えたようだ。  虹の色は日本では７色だが、アメリカでは

6 色。ドイツは５色。台湾では３色だそうだ。８色、２色だという国もある。鶏や犬の鳴き声も国に

よって違う。日本語を習う外国人は語彙や文法を熱心に習得するが、小さいころから刷り込ま

れ、周りも同じように使うこれらの鳴き声は母語で言う傾向があると言われている。  

サービス付き高齢者向け住宅と小規模多機能型居宅介護事業を売却して 1 年が過ぎた。

今、私は資格取得のため週 3 日通学している。コロナ禍の中で大きな変化がおきた。全世界

が不穏のベールをかぶった。人は外出を控えた。外国人観光客は去り、久しぶりに行った神戸

元町の高架下は 8 割の店がシャッターを下ろしていた。多くの人が苦しみ少数の人がチャンス

と利益を得た。学生が学校に行けず、文化や芸術、スポーツのお披露目にストップがかかった。

また、芸能人の自死も時を同じくした。高校生の時に読んだエラリー・クイーンの小説に「自殺

は人間の最終的な権利だ。」という一文があり、大きな衝撃を受けたことを今も覚えている。肯

定も否定もしないがこういう考え方もののとらえ方があるのだ、と。  

グループホームで暮らす母とはまた、窓ガラス越しの面会となるようだ。なぜ、ガラス戸が閉ま

っているのか理解できない母は、開けようと四苦八苦する。それが不憫で行けなくなる。「私の

名前は何？」と聞くと「名前なぁ、引き出しに入れたままでわからへん、ちょっと見てきたらわかる

んやけどな。」と言う。認知症がすすむ母だが、ぶれないことが二つある。ひとつは「マスミの世

話にはならへんねん。あの子にはあの子の生活があるやろ。」（かあさん、目の前にいるのが、マ

スミだよ）もう一つは「かわい子ちゃんたちにお年玉やらなあかん。おばあちゃんがくれるの、待っ

てるやろ。これだけがわたしの楽しみやねん。」（年中言っているけれど、やっとお年玉を渡せる

正月がきたよ。ちゃんと、新札で用意しているよ。今年も写真を撮ろうね）外出許可が下りた時、

ひ孫に「ひーばー、ちゃんと手を洗わないとダメでしょ。」と言われ、手をつなぎ、ひっぱられ、小

走りで洗面所に行く二人を見て、この当たり前がこんなに特別なことになろうとは誰が想像し

ただろう。コロナ禍で制限されるお年寄りの活動が、本人とその家族にいかに不自由と不安を

与えているか胸が痛む。  

人には皆、それぞれの考えや思いがある。母国、性差、住む所、育てられた環境、親の生きざ

ま、育て方。先生、友人、仲間など皆環境が違う。それぞれが考え、思いをめぐらしイメージを描

く。時に周りに押され、時に周りを巻き込み、信頼できると思っていた人に裏切られることもある。

その中で、結論を出すのだ。木漏れ日に当たり、金色（こんじき）に輝くイチョウが虹色になる可

能性はきっとある。誰にでも。いくつになっても。どういう状態であっても。そう、信じていいと思う。  

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。    

代表取締役  米田真澄  
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ラポールらくさい利用者満足度調査（2020年11月実施分） 

はい いいえ どちらでもない 記入無し 

1.同居の家族はおられますか 

2.担当ヘルパーで気になる事はありますか 

3.担当ヘルパーは敬語で対応していますか 

4.気になる事等を事業所やﾍﾙﾊﾟｰに伝えていますか 

5.ヘルパーの人数は適当だと思われますか 

6.ヘルパーはサービス時間を守り、遅れる時は 

 連絡がありますか 

7.ヘルパーは終了時間を守っていますか 

8.ヘルパーは感染対策がしっかりできていますか 

9.現在のサービスに満足していますか 

10.サービス変更希望がある場合気軽に相談できて 

 いますか 
11.気になる事等を伝えた時に事業所の対応は 

 満足できるものでしたか 

14.請求書や領収書の明細内容はわかりますか 

12.身だしなみや介助方法等、ヘルパーの衛生管理に 

 満足されていますか 

13. 当所のサービス継続を希望されますか 

アンケートの結果のご意見より  

・コロナ対策、インフルエンザ対策を  

徹底してほしい  

・大変よくしていただき、感謝しています。 

《ラポールらくさい》 

〒610-1128 

京都市西京区大原野石見町 7-36 

電話 075-333-3352 FAX075-333-3577 

《ラポールらくさい訪問看護》 

〒610-1128 

京都市西京区大原野石見町 7-36 

TEL  075-335-2292 FAX  075-333-3577 

ラポールおとくにケアサービス  

（家政婦（夫）紹介所）  

保険ではできないサービスやベビーシッター、

病院付き添い、家事一般でお困りではござ

いませんか？ご要望にお応えできる家政婦を

ご紹介いたします。  

〒617-0823 長岡京市長岡２丁目 9-3 

TEL  075-955-7310 FAX  075-955-2926 

ラポールおとくに居宅介護支援事業所   

介護支援専門員 (担当ケアマネジャー)が

ご本人、家族、関係機関と連携を取りなが

らサービス担当者会議を開き、訪問・通所・

宿泊サービス・福祉用具・住宅改修等利用

者に必要なサービスをコーディネートします 

 〒 617-0823 長岡京市長岡 2 丁目 9-3 

TEL 075-955-7310 FAX 075-955-2926 

 



          

 

 

昨年は中国武漢から拡散した新型コロナウイルスが瞬く間に世界中を震撼さ

せる事態となり、多くの人々の尊い命が奪われています。いまだ終息の目途が立

たない状況下で、新年を迎えた私たちは今後新たな生活様式を日常と受け止め  

受け入れていく必要があります。そして新型コロナの予防ワクチンや治療薬が出

来た後も手洗い、うがい、手指消毒、マスクの着用はこれからは当たり前の時代

となるでしょう。外食や大勢の人が集まっての会食は我々が当然自己責任におい

て注意しなければなりません。ソーシャルディスタンスを常に保ちながらの生活

が定着し、もう以前のように、マスク無しで街を歩く人々の姿を映し出す光景を

目にする日は訪れないのでしょうか・・・いや、必ずその日は来る。先が見えな

い状況ではありますが未来は明るいと信じ、人の笑顔が楽しめる時が来ることを

祈り新年のご挨拶とさせて頂きます。  

今年もどうぞよろしくお願い致します。  

 

ラポールらくさい  管理者  清水恵美子  

 

【感染予防に関する取り組み】 

令和 2 年 2 月  ・衛生用品の備蓄在庫確認、追加発注  

令和 2 年 3 月  ・ガーゼ生地・ゴム・マスク型紙をヘルパーに支給し、  

各自で手作りマスク作成  

・マスク・消毒薬の支給  

令和 2 年 4 月  ・全職員に出勤前の検温開始（37.5 度以上は勤務せず事務所に報告の上、 

【以降継続中】  状態観察後受診。受診結果報告）  

・朝の清掃時の所内消毒実施                     

・社内情報通信システムにより不要不急の外出の自粛要請を全職員に通信  

            ・事務所内の密を回避するため、パソコン 6 台中 2 台を 1 階会議室に設置し、 

空間を確保・飛沫感染予防アクリル板の設置  

            ・登録ヘルパーの事務所への来所の制限を行い、来所時は検温･消毒の徹底  

令和 2 年 4 月、5 月の社内研修をリモートにて実施  

6 月以降少人数に分散し実施  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     フェイスシールドを着用し、ソーシャルディスタンスを確保しての社内研修風景  

                            

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。初めまして、ラポールらくさい訪問看護の管理者で

米田真也と申します。2020 年 12 月 1 日より訪問看護ステーションを立ち上げる運び

となりました。  

このコロナ禍の中、日本中が混乱し恐怖を感じて過ごす日が続いていますが、安心し

て在宅生活を送るために少しでも皆様のお力になれたらと思います。  

 新型コロナウイルス第 3 波により病院での面会制限も増え、最後はご自宅で家族とと

もに過ごしたい、住み慣れた家に戻りたいといった需要は増えてくるかと思います。そんな

中での在宅生活は不安が強まると思いますが、その不安を少しでも軽減できる手助けに

なればという思いでご利用者様と関わっていけたらと思います。  

 看護師 2名、准看護師 1名の事業開始となりました。24時間対応で皆様の在宅生活

をサポートしていきます。訪問看護が必要な際はぜひ当事業所にお声かけ下さい。  

 

           ラポールらくさい訪問看護  管理者  米田真也  

 

訪 問 介 護 令和２年度社内研修  
４月  感染症予防対策について  

調理について（レポート提出）  
５月  認知症ケア  
※4 月、5 月コロナ感染予防対策で通信システムにより実施  
６月以降、少人数に分散し、実施 。  
６月  接遇、マナー・利用者の金銭、鍵の取り扱いについて  
７月  羞恥心に対するプライバシー保護の取り組み  
９月  記録の書き方と表現方法  

（実技研修）…整容、口腔ケア  
１０月  事故防止と緊急時対策、災害時対応研修  

（実技研修）…洗髪介助  
１１月  就業規則、各種規程について、ヘルパー支援の基本  
１月  法令遵守・個人情報保護、高齢者虐待  
２月  腰痛予防についての知識  

（実技研修）…動作、移動介助、外出、着脱、服薬介助  
３月  次年度労働条件説明  

(実技研修 ) 掃除、整理整頓、ベッドメイク・シーツ交換  

ラポールらくさい訪問看護   

夜は点灯しています 

ラポールの花壇のすみれ 


