
保谷苑新型コロナウイルス感染症終息宣言

10月1日、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全国各地で解除

されて、東京都では感染者数の減少が続きレベル4からレベル１に引き下

げられました。

その直前の9月中旬以降、保谷苑では特別養護老人ホームご入居者30名

と職員9名が新型コロナウイルスに感染する事態が発生いたしました。

（その他の事業での発生はありませんでした。）

特別養護老人ホーム保谷苑及び一時休止をさせて頂きました保谷苑デイ

サービスセンター、ショートステイ保谷苑等の全てのご利用者及びご家

族、関係機関、地域の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしま

したこと、法人理事長として心よりお詫びを申し上げます。

10月16日、保健所より健康観察期間終了とのご判断を頂き、感染拡大

は収束致しました。発生直後からこれまで、多くの皆様から頂きました

ご支援に心より御礼申し上げます。

今後は法人職員一丸となって感染症対策を強化し、再発防止に取り組む

所存でございますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

令和3年10月31日

理事長 多久島耕治



特別養護老人ホーム 保谷苑

保谷苑ショートステイ

～令和3年度 上半期の主な行事～

４月：お花見（特養・ショート） ５月：運動会（特養・ショート）

６月：あじさい見物・運動会 ７月：七夕（特養・ショート）

（特養・ショート） 花火観賞会（特養）

８月：スイカ割り（特養・ショート） ９月：敬老会（特養・ショート）

物故者を偲ぶ会（特養）

4月

5月

6月



今年で25回目の敬老会となりました。昨年に引き続
き、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入
居者様と職員のみで開催しました。８８歳の米寿を迎
えられた方や、保谷苑最高齢の１０３歳を迎えられた
方のご長寿をお祝いし、表彰をさせていただきました。
ショートステイも同日に別フロアで開催。どちらにも
理事長と苑長がお祝いに駆けつけてくれました。

スイカ割り

8月

7月

9月



4月 お花見

新型コロナウイルスの感染状況が下げ止まり傾向ではあり

ましたが、今年も遠出はせずに苑庭でのお花見となりまし

た。少人数でグループごとに移動し、ソーシャルディスタ

ンスを保つなどの対応をしつつ、安全に楽しくお花見がで

きました。まだ肌寒い日もあり、甘酒のような温かい飲み

物が好評でした。

7月 ミニ運動会

（保谷苑ミニミニオリンピック）

東京オリンピックにちなんで「保谷苑ミニ

ミニオリンピック」を開催致しました。聖

火あり、選手宣誓あり、応援合戦ありで笑

い声のたえない楽しいイベントでした。も

ちろん競技のほうも盛り上がり、恒例のパ

ン取り競争を楽しみました。

8月 夏祭り

毎年恒例の職員手作りお神輿が、今年も登場し

ました。皆さんと職員がいっしょにお神輿を担

いだり、盆踊りをしたり、金魚釣りゲームをし

たりと祭りの雰囲気を味わっていただきながら

楽しい一日となりました。

9月 敬老会

皆様の健康と長寿を祝い、感謝の気持

ちをお伝えすることができました。新

型コロナウイルス感染症の対策もあり、

例年とは違う形となりましたが、ご利

用者の皆様と楽しいひとときを過ごす

ことができました。

保谷苑デイサービスセンター上半期

4月/ お花見（保谷苑・苑庭にて）

5月～6月/ 通常の活動のみ

7月/ ミニ運動会 8月/ 夏祭り

9月/ 敬老会

保谷苑デイサービスセンターとは
要支援、総合事業、要介護1～5の方が対象で、西東京市とその近隣にお住まいの

方にご利用頂いております（要支援、総合事業の方は西東京市内の方が対象）

入浴サービス、個別機能訓練はもちろん、毎日のリハビリ体操や多彩な趣味活動を

おこなっております。広いフロアを利用して、歩行訓練にも力を入れております。

また、広い苑庭ならではの散歩や園芸といった活動も喜ばれております。

保谷苑デイサービスセンター



～上半期、主な行事～

5月 バスハイク（中止）

6月 運動会

7月 お出かけランチ（中止）

8月 納涼会

9月 敬老会

皆様の笑顔で溢れかえり、このコロナ渦の重い雰囲気

が嘘のように吹き飛びました。

寄席、南京玉すだれ、ベリーダン

スなど、職員の心を込めた出し物

で、皆様に楽しんで頂きました。

普段身体の痛みを訴えてこられることが多い皆様が

運動会となると身体を精一杯動かし、競い合ってお

られ、楽しんでいただけました。

今まであまり経験したことのな

い楽器に皆様戸惑っていました

が、最後は素晴らしい音色を奏

でていました。



4月
高齢者センターきらら令和3年度上半期

≪主な行事≫

4～6月 行事は無（通常活動）

7月 ミニ運動会

8月 きらら夏祭り

9月 敬老会

令和3年度上半期は、新型コロナウイルス感染拡大防止対

策の為、季節の行事等を縮小・中止させて頂きました。

社会的距離を保ちながらのレクリエーションや、手芸や

共同作品制作を中心に、活動をしてまいりました。マス

クの下の笑顔をたくさん頂き、気持ちも明るく前向きに

過ごしました。

5月

9月

6月

8月

7月



保谷苑ぽっかぽか農園

下保谷屋敷林の活動参加



ケアマネジャーは個人で担当をしているため、情報共有を大切にしています。

サービス利用の様子や生活状況について、お話を伺いながら

相談。翌月のサービスの確認などもおこないます。

「市役所から書類が届いたがよくわからない」と連絡を受けて確認に訪問。

介護の更新書類であったため、更新の代行申請をおこないました。

コロナ禍になり、様々な会議や研修がオンラインで行われるようになりま

した。インターネット環境を整え、事務所から参加しています。

ケアマネジャーが作成したケアプラン原案を利用者・家族・サービス事業所等、

関係者で確認し、内容を検討します。

事務所で記録や連絡調整などの事務処理をします。訪問に出ている間にも

関係事業所、利用者からの連絡も多くあり、順次対応をしています。

他にも、デイサービスなどの見学同行、状況により受診時の同行、入退院時の病院との調整、

市からの委託で行う認定調査業務等々、多岐に渡る業務をおこなっています。

保谷苑居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所と聞いても、何の仕事をしている事業所なの？と思う方もいらっ

しゃるかと思いますが、「ケアマネジャー」と聞くとご存じの方も多いのではないで

しょうか。現在、4名の女性ケアマネジャーが在籍し、西東京市栄町、ひばりが丘北、

北町、下保谷を中心に市内の要介護認定を受けた高齢者等の在宅生活での相談支援、介

護保険等に係る手続き等の代行支援、介護サービス・地域のサービスも含めた利用の調

整支援等、ご自宅に訪問しお話を伺いながらご支援しています。

8:45 始業 朝のミーティングで各自の予定を確認

9:00 連絡 各自、利用者や介護事業所等への確認や相談などの連絡

10:00 訪問 Aさん宅へ毎月の様子伺いに訪問

11:00 訪問 Bさん宅へ様子伺いに訪問

12:00 昼食 事務所で昼食

13:30 会議 法人の職員会議にオンラインで参加

14:30 担当者会議 Cさん宅でサービスを利用するための会議を開催

16:00 事務 会議等の記録、関係者への連絡調整

17:30 終業 事務所の戸締りをして帰宅。

新型コロナウイルス感染防止対策として、事業所内の密を避けるため在宅

勤務を一部導入しています。在宅勤務でもタブレット・携帯を使用し連絡

が取れる体制にしていますので、担当より折り返し連絡をしています。



保谷苑栄養課

ストレスは食事で解消できる？

コレステロールの異常値の原因は、現代生活においてストレスと切り離せ

ないのが現状です。やり手な人ほど、実はたくさんのストレスを抱え込ん

でいる場合も。

なかなか自分の時間がない人にも、食べ物に少し気を配ることでストレス

解消に役立つのです。ストレスの量に比例して、ビタミンＣの消費が増え

ます。

ビタミンＣはイチゴ、柿、キウィなどのくだものに豊富に含まれます。食

後に季節のくだものを摂るなどしてビタミンＣの摂取に努めましょう。ま

た、カルシウムは天然の精神安定剤とよばれストレスには有効です。牛乳

や乳製品なども、しっかり摂るようにしましょう。

栄養コラム～豆知識～

今年も特養の敬老会

は全ての品をソフト

食で提供させていた

だきました。

見た目にも楽しんで

頂けるよう工夫しま

した。

長引くコロナ禍の中

で、毎日のお食事だ

けでも楽しんで頂き

たい、との思いで栄

養課一同取り組んで

います。

保谷苑デイサービ

スは4日間、配食

サービスは6日間

敬老会としてお食

事を提供しました。

喜びのお声をいた

だき、職員の励み

にもなります！

デイサービス配食サービス

ソフト食敬老会 常食



フードドライブご協力のお願い 。

西東京市社会福祉法人連絡会の地域公益活動として、ご家庭に眠っている食

品や飲料等をお持ちより頂き、子ども食堂や中学校放課後カフェ等の食の支

援が必要な方に活用して頂きます。「第7回フードドライブ」は来年令和4年

1月5日～20日まで、保谷苑でもお預かりいたします。ぜひ、ご家庭で消費

しきれない食品等のご協力をお願いいたします。尚、消費期限3か月前迄の食

品に限らせて頂いております。

 

栄町地域包括支援センター 

                         

 
 

 
 
日時：偶数月の第 4 月曜日 午前 10 時～ 
   （12 月は 20 日月曜日に開催） 
場所：保谷苑 1 階 地域交流スペースぽっかぽか 
    

申し込み 

問い合わせ先：栄町地域包括支援センター 

電話 042-438-7090 
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今年度より、ホームページがリニューアルしました！

スマートフォンでも見やすいレイアウトもご用意。

サイドメニューには都心会の公式Twitter、

トップページには都心会の紹介ムービーなど、

新しい要素が増えました！

随時更新しますので、ぜひご覧ください！

＜法人ホームページ＞ http://www.toshinkai.or.jp

右のQRコードからアクセスできます。

＜都心会Twitter＞ 都心会保谷苑(@toshinkai362) 

https://twitter.com/toshinkai362



社会福祉法人都心会

・特別養護老人ホーム保谷苑 ショートステイ保谷苑 保谷苑デイサービスセンター

緊急短期入所サービス 栄町地域包括支援センター 高齢者配食サービス

〒202-0006 東京都西東京市栄町3-6-2

TEL：042－423-5002（代表）FAX：042-423-8844

・保谷苑居宅介護支援事業所

〒202-0006 東京都西東京市栄町3-7-13 第一昭栄ハイツ102

TEL：042－439-7221 FAX：042-439-9201

・西東京市谷戸高齢者在宅サービスセンター

〒188-0001 東京都西東京市谷戸町3－23－8

TEL：042-425-4626 FAX：042-425-4031

・西東京市高齢者センターきらら

〒202-0014 東京都西東京市富士町1－7－69

TEL：042-451-1200 FAX：042-451-1201

＜法人ホームページ＞ http://www.toshinkai.or.jp/

ワクチン接種のご報告
西東京市の高齢者施設入居者及び職員のワクチン接種を4月、5月に実施しまし

た。嘱託医2名、西東京市薬剤師協会のご協力で入居者65名、職員53名がファ

イザー製ワクチンの摂取を済ませることができました。入居者に大きな副反応等

の体調不良は発生しませんでした。

尚、西東京市で最初のワクチン接種だったため、池澤市長の巡回、フジテレビや

ひばりタイムスの取材・報道がありました。


