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各日とも午前11時よりご案内開始 各日先着５組様

昼食はご入居者と同じメニューをお召し上がりいただけます。
※ 昼食をご希望されない場合は、お申し込み時にお申し出ください。

 「週間ダイヤモンド」2019年10月12日号の有料老人ホームランキング　東京都自立混

合型において「コンフォートロイヤルライフ多摩」が１位を獲得いたしました。

当施設へのご質問・お問い合わせ等は、

今後、ご案内の不要な方は、恐れ入りますが
下記フリーダイヤルまで、お知らせください。

新年、明けましておめでとうございます。
翻ってロイヤルでは、昨年に引き続いて快適
な住環境を維持するために、今年は弐番館のエ
レベーターの載せ替え工事、そしてロイヤルらし
い品格を保ちつつ令和の時代に相応しいモダン
な設えを備えたロイヤルに変貌するための改装
工事を継続する計画です。お客様から選ばれる
ロイヤルであり続けるために時代の変遷に伴う
内外装設備の改修は必須事項であると捉えてお
ります。
他方、サービスの質の向上についても週刊ダ

イヤモンド誌の高い評価を維持できるよう、ご入
居者の立場に立ったキメ細やかなサービスによ
り一層の磨きをかけ、心からご満足いただける
サービスの提供に全社員がワンチームとなって
チャレンジしていきます。
最後に、今年の干支は子（ネズミ）です。子
年は干支のサイクル始まりですので、植物の生
育過程に例えると、成長に向かって種子が膨ら
み始める時期を表しているそうで、未来への大
いなる発展の可能性が読み取れます。また、「ね
ずみ算」という表現が示すように繁栄の象徴で
もあります。ロイヤルも子年にあやかり、令和の
時代を通して発展を継続するためのしっかりし
た土台を築く年としたいものです。
本年が皆様にとりまして、より佳き年となりま
すよう祈念しまして、年頭の挨拶といたします。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、令和の幕開けと共に施設内のエレ
ベーターの載せ替え工事から始まりフロント・
ロビーの改装工事に至るまで多くの内外装設備
に手を加えることができました。また、週刊ダイ
ヤモンド誌の特集「有料老人ホームランキング」
に於いては、東京都の自立混合型施設の部門で
No.1 の座を射止めることができました。これら
は皆様のご支援とご協力の賜物であると感謝申
し上げる次第です。
令和 2 年となる今年は、56 年振りに東京でオ

リンピックが開催されます。日本経済躍進の原
動力となった前向きなエネルギーに満ち溢れた
あの昭和の時代の興奮が蘇るようです。
鍛錬を積み重ねてきた日本のアスリート達が

どんなパフォーマンスを見せてくれるものか、今
から期待で胸が躍ります。
世界に目を向けると、英国の EU 離脱問題、米
中の貿易戦争に端を発した覇権争い等々、混沌
とした情勢の中で、米国の大統領選挙が行われ
ます。大きな影響力を持つ職に誰が就任するの
か、世界中が注目しているところです。

9月より実施しておりましたフロント・ロビー周辺のリニューアル工事が無事

に終了いたしました。

下記日程での見学会を開催いたしますので、和風モダンをコンセプトに生ま

れ変わった姿をぜひご覧くださいませ。

2020年 22 26（水）1月1月 日 （日）日1月1月～
5 9（水）2月2月 2月2月日 （日）日～

新しくなったロイヤルの姿をぜひご覧ください。

フロント・ロビー周辺が生まれ変わりました！

のご案内のご案内のご案内のご案内昼食付見学会

フリーダイヤルにてお申し込みください。フリーダイヤルにてお申し込みください。

江戸家まねき猫さんによる声帯模写期間中のイベント ㈰2月 日92020年

コンフォートロイヤルライフ多摩がお届けするサービスと思い／社長よりご挨拶

代表取締役社長　松村　英之

１位となりました！



11月9日・10日と開催いたしましたロイヤル文化祭も、28

回目を迎えました。日頃のサークル活動の成果や、思いを込めて

制作された作品の展示など、ご入居者の方々も、また職員もこの日を

楽しみにしていました。

オープニングを飾ったのは、モーフィアス・ジャズ・オーケストラの皆

さんによるジャズアレンジの「枯葉」。他にも「TILL　愛の誓い」「ウィ

ズアウト・ユー」などよく知られた名曲を演奏してくださり、大きな

拍手が巻き起こりました。

各サークルなどの発表も大いに盛り上がり、出演された方々もご覧

になられた方々も楽しまれていらっしゃいました。また展示でも絵

画や書、手芸品などがたくさん並び、作品を通じて会話の輪が大きく

広がったようです。

フィナーレは職員による劇が3年振りに復活し、

ご老公一行が悪代官と越後屋を懲らしめると

いうお馴染みのストーリーを熱演。笑い声と

温かい拍手に包まれながら、2日間にわたる

ロイヤル文化祭も幕を閉じました。

10月・11月に行われたさまざまなイベントの一部をご紹介します。ロイヤルイベント

10 月 17 日に府中の森芸術劇場にて行われた

グランドホーム合同音楽発表会。10 施設のサーク

ルが参加し、合唱やアンサンブルを披露。ロイヤルのコー

ラスサークルの皆様も、「荒城の月」、「ウィーンわが夢のま

ち」、「川の流れのように」の 3 曲を豊かなハーモニーで歌

い切り、他のサークルの方々からも惜しみない賛辞が贈ら

れ、日頃の成果を出し切った清々しい表情のご入居者の姿

が印象的でした。

9 月１７日から 20 日にかけて、町田市の職場体験事業で

小山田中学校 2 年生の会田結斗さんと大久保宙恒さんが

来てくれました。カラオケサークルの準備をしたり、ご入

居者と一緒にカラオケを歌ってもらったりと、各部署で

様々な仕事を体験してもらいました。ご入居者との交流

を通じて何かを感じたり、将来の進路を考える参考になれ

ばと思います。

10 グランドホーム合同音楽発表会

中学生の職場体験

月

11月 第28回ロイヤル文化祭

ロイヤルＱ＆Ａ

お隣の丘陵病院を受診するときは、ど

うすればいいの？

健康サービス室にご連絡ください。受

診の手配から、必要に応じ付き添いま

で対応いたします。

多摩丘陵病院への受診に付き添ってく

れるの？

その方の状況に合わせ、付き添いから

病状説明への同席、ご家族へのご連絡

などきめ細やかに対応いたします。オン

コールでの受診やお薬のお届けなど、

極力ご負担のないよう配慮いたします。

また、診察費の支払いは管理費などと

一緒に口座引き落としとなっており、病

院での待ち時間の短縮に繋がっており

ます。

Q１．

A１．

Q２．

A２．

※図面と現況に相違のある場合は、現況を優先とします。

今回は、Bタイプのお部屋をご紹介いたします。今回は、Bタイプのお部屋をご紹介いたします。

ベランダからの眺め

モデルルームのご案内モデルルームのご案内

B （48㎡）タイプ

・
・
・
・
・
・

地上階による高い天井高で、ゆったりと寛げるお部屋です。

大きな窓からベランダの外に広がる前庭を楽しめ、開放感を感じられます。

ミニキッチンは2口のＩＨヒーターと乾燥機能付き電動昇降式戸棚を装備しています。

バスルームはバリアフリー設計で、冷風・温風・乾燥機能付きです。

ケアコールや生活リズムセンサーが設置されているので、万一の場合でも安心です。

将来、車椅子をご利用されるようになられても、過ごしやすいように動線を確保しています。

「この冬を元気にすごしましょう」「この冬を元気にすごしましょう」
皆様、風邪対策は大丈夫ですか？インフルエンザワクチンは

接種されましたか？

今年も各地でインフルエンザが流行しています。

インフルエンザは毎年１１～１２月頃から流行が始まり、

１～ 2月頃にピークを迎えます。

症状は急な高熱、関節・筋肉の痛みなどを伴い、子供や高

齢者で重症化しやすいと言われています。

原因となるウィルスを体内に侵入させない、かかったとして

も周囲にうつさないことが重要です。

予防として、

などが挙げられます。

当たり前のこともありますが、

穏やかに新年を過ごすためにも実

行してみてください。

健康サービス室　秋田百合子

① 「インフルエンザのワクチン接種」

② 「手洗いとうがいの励行」

③ 「湿度を 50 ～ 60％に調整する」

④ 「栄養摂取と休養を心がける」

⑤ 「流行期には人ごみを避ける」
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15.5畳
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収納
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