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社会福祉法人

とやま虹の会だより

お問い合せ先 法人事務局　☎076ー479ー2082

LINE ID
@mmz5625p

虹の会LINE アカウント

とやま虹の会公式チャンネル

入社式

4 1

〒939-3535　富山市水橋新堀17-1
076-478-5521 076-479-2077TEL FAX

水橋介護保険相談所

076-478-5740
〒939-3535　富山市水橋新堀1

076-479-2299TEL FAX

水橋南地域包括支援センター

〒939-0521　富山市水橋中村町2-2
076-479-6610 076-479-6608TEL FAX

生活サポートセンター かけはし

〒939-0531　富山市水橋市江47
水橋ショッピングセンターミューズ内

076-478-4003TEL

在宅福祉センター 虹の橋

〒939-3535　富山市水橋新堀1
076-478-4784 076-478-5740TEL FAX

介護老人保健施設 レインボー

〒939-3535　富山市水橋新堀17-1
076-479-2080 076-479-2077TEL FAX

特別養護老人ホーム しらいわ苑

〒939-0531　富山市水橋市江260
076-478-5501 076-478-5501TEL FAX

デイサービス かけはし

サテライト やすらぎの郷

〒939-0505　富山市水橋東天神町652
076-479-9622 076-479-9622TEL FAX

サロン梅の湯
〒939-3535　富山市水橋新堀17-1

076-478-4636 076-479-2077TEL FAX

しらいわ苑ホームヘルパーセンター

総合的な介護サービスをめざす

TEL FAX〒939-3535  富山市水橋新堀1  　　076-479-2082 　　 076-479-2078 〒939-0521　富山市水橋中村町2-2
076-478-4003 076-479-6608TEL FAX

デイサービス かけはし

　今年は桜の開花が早まり暖かい日が続いています。
とやま虹の会では3名の新人職員を迎え、入社式を行いました。
新型コロナウイルスの影響もあり、万全の対策をし、執り行われました。
　厳しい時期ではありますが、フレッシュな若い力と笑顔で、利用者さん、ご家族、地域の皆さんが安
心して暮らせるように福祉のまちづくりに取り組みます。

A1.旅行やライブに行くことです。
A2.家族や友だちと美味しいものが食べたいで
す。

A3.必要とされる存在になれるように一生懸命頑
張ります。これからよろしくお願いします。

A1.ベトナム料理をつくることです。
A2.服を買いたい。
A3.はやく仕事を覚えたい。
介護の知識を身につけたい。

A1.民謡です。小さい頃から、祖父の影響で民謡
を歌っていました。大会に出たことや、民謡の
ボランティアをしたことがあります。

A2.まずは家族と食事に行きたいです。
できればアコースティックギターも買えたら
と思います。

A3.これから社会人としての自覚を持って行動し
ていきたいです。日々成長して専門性を高め
ていき、相手に寄り添った支援ができるよう
にしていきたいです。

長屋 侑里
介護老人保健施設
レインボー

清水 春花
特別養護老人ホーム
しらいわ苑

ブゥ ホアイ ト リン
介護老人保健施設
レインボー

Q1
Q2
Q3

趣味は何ですか？

初任給でなにを買いますか？

一言お願いします。

（抱負など思っていることを自由に）

現在、新型コロナウイルス感染症拡大にともない、
レインボー、しらいわ苑では面会を当面の間

中止させていただいています。
施設内感染防止（インフルエンザ等含む）へのご協力をお願いします。

何卒、感染防止のため　ご理解とご協力をお願いします。
今後の動向はとやま虹の会の施設の窓口や
ホームページでお知らせいたします。

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、
「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

新入職員

ご家族様・来訪者様へのお願い
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�コロナ対策

�コロナ対策

�コロナ対策

　3月、県内の学校が一斉休校になりました。急な要請だったため、「自宅で小学生を見る
ことができない」、「学童を預けることができない」という職員の声から、地域交流スペース
で学童保育をすることになりました。※感染対策に十分配慮しました。
　1日の中で勉強タイムや DVD鑑賞や運動をする時間がありましたが、子供たちが一番楽し
みにしていたのは、自分たちで作るおやつの時間でした。
マカロンやケーキなど、自分たちで材料を切って、混ぜ
たりすることが楽しく、少々いびつな形になってもそこは
おかまいなし。味は間違いなく美味しいようです。学校
は違いますが、すぐに打ち解けた様子でした。子供たち
にとっては十分に楽しめた学童になったようです。

　面会中止に伴い、ご家族に入所者さんの元気な顔を届けたいと、ブログ（blog）をアッ
プしたところ、ご家族からブログ（blog）に温かいコメントが寄せられました。（コメント
はブログ（blog）をお読みください。）

　新たな取り組みとして、LINEWORKSを使って、
ビデオ通話ができるようになりました。しらいわ苑と
レインボーの事務所前と居室をつないで、お互い顔を
見てお話しすることができます。遠方の方にも個人の
LINE　IDで繋げてくることもできるように準備を進
めています。

　ビジネス用の LINEを導入しました。通常のアプリとは違ってパソコンでも運用が可能です。
トークはもちろんのこと、ビデオ通話も可能です。スピーディーな情報共有と 3密対策に使
用していこうと考えています。個人の LINE IDとも連携ができるので、不測の事態に対応で
きるように連絡体制の強化も考えております。

新型コロナウイルス感染症対策

介護老人保健施設レインボー　特別養護老人ホームしらいわ苑
実施事業所

学童保育を行いました

ラインワークス (LINE WORKS)
を導入しました

ビデオ通話（面会）を始めました

あんこがはみ出すくらいのアンパン

　新型コロナウイルス対策として、飛沫感染を防ぐためにデイケアフロアのテー
ブルにビニールシートを設置いたしました。
　また、座席の間隔をあける、定期的に換気を行うなど 3 密（密閉、密集、密接）
を避けるように努めています。
　今後も利用者の皆様が安心してご利用できるよう対応していきます。

介護老人保健施設

レインボー 富山市水橋新堀1番地
☎076-478-4784

感染予防のためビニールシートの設置

　新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、介護事業所ではマスクや予
防ガウンが不足しています。この度、サロン梅の湯の皆さんが手づくりマス
クと予防ガウン、エプロンを作成され、法人に寄付していただきました。介
護の現場で活用させていただき、感染予防を徹底して安心して介護サービ
スをご利用いただけるよう努力してまいります。

サロン

梅の湯 富山市水橋東天神町652
☎076-479-9622

サロン梅の湯の皆さんが
手づくりマスクと予防ガウンを寄付

�コロナ対策

�コロナ対策

　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、「PayPay」決済の準備を進めています。
当法人各事業所の QRコードを読み取って頂く方式となります。

メリット①　非接触型の決済方法である
メリット②　現金のご用意が不要

　コロナが猛威を振るう中、管理者、施設間の情報の共有のスピードアップ
や 3密対策として TV会議を活用するために、スマートフォンを導入しました。

介護老人保健施設レインボー、レインボーデイケア、特別養護老人ホームしらいわ苑、しらいわ苑デイサービスセンター
しらいわ苑ホームヘルパーセンター、デイサービスかけはし、サテライトやすらぎの郷、虹の橋

実施事業所

スマホを導入しました

「PayPay」によるキャッシュレス決済の
が可能となりました
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　今年は桜の開花が早まり暖かい日が続いています。
とやま虹の会では3名の新人職員を迎え、入社式を行いました。
新型コロナウイルスの影響もあり、万全の対策をし、執り行われました。
　厳しい時期ではありますが、フレッシュな若い力と笑顔で、利用者さん、ご家族、地域の皆さんが安
心して暮らせるように福祉のまちづくりに取り組みます。
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す。
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A1.ベトナム料理をつくることです。
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を歌っていました。大会に出たことや、民謡の
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何卒、感染防止のため　ご理解とご協力をお願いします。
今後の動向はとやま虹の会の施設の窓口や
ホームページでお知らせいたします。

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、
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