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個人情報保護法に基づき、本誌に掲載しております写真等につき

ましては、入居者等に掲載についての了解を得ております。ヴィラ城陽だより

２０２２年 ８月号

ヴィラ城陽の施設の紹介や行事などの情報を

動画やWeb で紹介しています。

右記のQR コードから読み取り確認ください。

ご意見・ご要望 ホームページ YouTube

ヴィラ城陽における新型コロナウィルス感染について

平素は、当事業所の運営にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、軽費老人ホームヴィラ城陽入居者が新型コロナウィルスに感染して

いることが判明いたしました。（検査方法は抗原検査：８月２日に１名、８

日に１名、９日に２名合計４名）

あるデイサービスで陽性者が出たと報告を受けており、感染した４名の入

居者はこのデイサービスを利用していたことから、感染経路はデイサービス

の可能性が高いです。

山城北保健所に連絡・相談した所、濃厚接触に該当する方はいないと判断

いただきましたが、施設の判断で陽性者と接触があった入居者及び全職員に

対して定期的に抗原検査を実施いたします。

引き続き、山城北保健所の指導のもと、消毒や感染防止対策を徹底すると

ともに、施設内ではできる限り入居者同士の接触を防ぐため、食事は居室に

配膳させていただき、居室で喫食いただきます。

入浴については、１名ずつ入浴いただき、使用後は都度消毒を実施するな

どの対応を取らせていただいています。

皆様には、大変ご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。引き

続き、感染防止対策の徹底に努めてまいりますので、今後とも皆様のご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。

施設での新型コロナウイルス発生状況は随時ホームページの「お知らせ」に

更新してまいりますので、そちらで情報をご確認いただきますようお願いいた

します。

軽費老人ホームヴィラ城陽

施設長 谷口 喜智

七夕飾り

６月からコツコツと折り紙でたくさんの飾りを
準備し、当日は山から竹を切り出し飾り付けをし
ました。皆様、それぞれの願い事を短冊に込めて
結びました。願いが叶うといいですね。

7 月の壁面アートはひまわりを作りま
した。最初に大きいひまわりの花を作り、
次に小さいひまわりも作りました。

今回のひまわり壁面アートは絵画風に
してみました。皆さん「立派なのができ
たね」と笑顔で喜ばれていました。

ひ ま わ り
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１日（月）コロナワクチン接種

移動販売

２日（火）バーバー

６日（土）いきいき通販締め切り

８日（月）水拭き

移動販売

９日（火）慰霊碑参拝

１０日（水）宇治武田病院定期受診

１３日（土）物故者迎え

いきいき通販締め切り

１４日（日）物故者慰霊祭

１５日（月）水拭き

移動販売

物故者送り

２０日（土）いきいき通販締め切り

２２日（月）水拭き

移動販売

２５日（木）お誕生日会

風呂の日

２６日（金）風呂の日

２７日（土）いきいき通販締め切り

２９日（月）水拭き

移動販売

３日（土）いきいき通販締め切り

５日（月）水拭き

移動販売

１０日（土）いきいき通販締め切り

１２日（月）水拭き

移動販売

１４日（水）宇治武田病院定期受診

１７日（土）いきいき通販締め切り

１５日（月）水拭き

移動販売

２４日（土）いきいき通販締め切り

２２日（月）水拭き

移動販売

２９日（月）水拭き

移動販売

３０日（土）いきいき通販締め切り

令和 4年度嗜好調査（2022）
調査期間 令和 4年 6月 13 日～令和 4年 6 月 18 日 配布人数 48 名(入院 2 名）

回収人数 48名

全体を通して

満足 普通 不満 無回答

23人 23 人 1 人 1 人

48% 48% 2% 2%

食事の量

多い ちょうど良い 少ない 無回答

4人 42 人 1 人 1人

8% 88% 2% 2%

多いもの 御飯 2名 おかず 3名

少ないもの 未記入

料理の温度

丁度よい
ぬるい又は冷た

い
無回答

40人 7人 1人

83% 15% 2%

温かい料理で冷めているもの おかず 4 名、汁 3名

冷たい料理でぬるいもの 未記入

硬さ

硬い ちょうど良い 軟らかい 無回答

4人 41 人 2 人 1人

8% 86% 4% 2%

軟らかいもの 野菜

硬いもの 野菜・焼魚・パンの耳

味

濃い 丁度よい 薄い 無回答

1人 40 人 6 人 1人

2% 83% 13 2%

濃いもの 和え物

薄いもの おひたし・魚・サラダ

盛り付け

良い 普通 悪い 無回答

22人 24 人 1 人 1 人

46% 50% 2% 2%

食器

きれい ふつう 汚い 無回答

26人 21 人 0 人 1 人

54% 44% 0% 2%

食事への期待度
（食事の時間は楽しいか）

楽しみ 普通 どちらでもない 無回答

27人 19 人 1 人 1 人

56% 40% 2% 2%

食べたい料理

まきすし・ちらしすし・バラ寿司・サバ寿司・玉子丼・きつね丼
・たきこみ御飯・パスタ料理・焼そば・オムライス・肉関係・焼肉
・牛肉・おつくり・ナット・ギョウザ＜各 1名＞
ステーキ＜2名＞
すし＜3名＞

嫌いな料理

にぎりすし・さしみ・うどん・辛い料理・カレー・ハム・ソース
・ヨーグルト・あんかけ物・中華料理・つくね・ハンバーグ
・お肉（ミンチは良い） ＜各 1名＞
魚＜3 名＞

その他ご意見

・いつも有りがとうございます。
・料理にかんしては大変満足しています。いつも栄養にかんしてはいろいろと教え
て下さり感謝しています。
・いつもおいしく頂いて居ります。
・何時もありがとうございます。大変ですが宜しく。食事たのしみにして居ります。
・食事の時間はたのしいです。皆様とおあいできる。
・いろいろ気を付けて頂いてありがとうございます。大変ですけどもよろしくお願い
します。
・いつも感謝していただいています。よろしくお願い致します。
・おいしく楽しくいただいています。
・毎日ご苦労様です。野菜のきざみもこまかくていねいに切って頂いてありがとうご
ざいます。
・きらいなものは少ないがかたいものは困っている。
・味噌汁の回数増やしてほしい。

＜その他ご意見への返答＞

・きらいなものは少ないがかたいものは困っている。

⇒野菜で繊維が多い食材に関しては軟化剤を使用し下茹でした後に調理しています。

魚・肉類に関しては加熱されることにより、食材が凝縮されますので多少固くなってしまいます。

固くて食べにくいようでしたら、食べやすいように刻んで提供することも出来ますので、

看護師・相談員・管理栄養士にご相談ください。対応させていただきます。

・味噌汁の回数増やしてほしい。

⇒汁ものは味噌汁・清汁・スープなどを提供させていただいています。主菜・副菜で味噌を使っ

た料理がある場合は味噌汁以外の汁を組み合わせています。また、1日の塩分量の範囲内での組

み合わせになるため、味噌汁が付かない日もあります。出来る範囲で配慮したいと思いますが、

このような日もあることはご了承ください。よろしくお願いいたします。


