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４月８日 はお釈 迦さま の誕生 日
こも れ びの 行 事委 員会 ス タッ フ は５ 階 の広 い 地域 交 流室
会場 は 香が た かれ ☆花 ま つり の 由来 あ り☆ 花 御堂 に 甘茶

を花でい っぱい 飾って 「花ま つり」 を開催 しまし た。
をか け るお 釈迦 さ まの 立 像あ り ☆理 事長 が 作っ た 大き なお
「甘茶は ３回か けてね 。
」

釈迦さま あり・ ・
「お賽銭 も上げ たいけ ど・・ 。
」
「５円玉 を用意 してあ ります から・ どうぞ 。
」
「心、和 むねぇ 。あり がとう 。
」

会・辻地 区の社 協・小 糸労
組・市社 協など の皆様 で、
お褒めの言葉をいただく
とスタッフのやりがいも
湧いてき ます。
いよいよ施設も３年 目
に突入！ です。気持ち も新
たに今年度も精一杯頑張
っていき ます。

お賽銭をあげて真剣に・南無南無

甘茶 に 抹茶 に 甘酒 など 用 意さ れ 、み ん なで お 参り を した
あと３時 のおや つと一 緒にた のしく いただ きまし た。

全室個室のユニット 方
式の当施設にはたくさん
の皆様が見学に来てくれ
て介護の様子を見ていか
れますが 、帰っ た後、自分
たちの出している広報誌
をしっかり送ってくれま
す。
最近では 、伊佐 布の自 治

３回かけてあげるんだよね！
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４月２７ 日、第 １回「 たけの こまつ り」を 開催。
施設の裏 山のた けのこ を１０ ０㌔近 く大き な鍋
でグツグ ツと、 およそ ２時間 ・新鮮 だから 刺身で
続いて、 よもぎ の草餅 も蒸か してつ いてパ クパク ！「う まいね ぇ！ 」

パクパク ！「う まいね ぇ！ 」
・帰 りは筍 のお土 産もい っぱい お持ち 帰 り。
スタ ッフ や家 族の 皆さ んも 朝か らお 手伝 い、 みん なで 楽し く愉 快に 初夏

Ｏ型

松下智也 さん

もの静か な三浦 浩子さ んです

世界一の 介護士 頑
･ 張りま す
○来月の登 場者を 紹介し て！

○未来の夢 は？

公民館で の陶芸 教室

○マイブー ムは？

高校の国 語の先 生❤えっ遅ッ！

○あなた の初恋 は？

上司や 先輩と の会話 ・怖く て

○何度や っても 駄目な もの？

ほんとは 明るい ニヒル な根暗

○性格を一 言で言 うと？

仲間との んびり 海釣り のとき

○一番好き な時間 は？

こもれ びから です

○介護歴 から？

し みず３ 町目

◇今月のスタッフ紹介 ◇

を思わせ るよう な暖か な陽射 しの中 で盛大 に開催 できま した。
早くも 来年を 期待し ていま す・・ 参加自 由です から是 非どう ぞ！ 。

楽しい
ひと時
★藤本流 の望月 さんと 子供た ち
★麻華流 ・興津 のお母 さん方
教室のそ れぞれ の皆さ ん

★ヒロナ カムラ・パ ーカッ ション
あ りがと う！
また来 てくれ る
ことをみ んな楽 し
みにして います よ。

★５月の行事は端午の節句
各 フ ロア ーや ユニ ット 毎
に楽しみます。施設の前に
は「こいのぼり」がいっぱ
い泳いでいます。

