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午後１時～２時

宮田 信子

敬 老 会
平成三十年九月十七日、今年も敬老祝賀会が行われま
した。敬老会の当日は多くの利用者様が参加してくださ
り、リハビリテーション科の一員である私は、敬老会が
始まる前の待ち時間のレクリエーションの体操を担当さ
せて頂きました。普段行っている二・三階の集団体操よ
りも多くの利用者様がいらっしゃり、少し緊張し、どこ
に目を向けていいか悩んでしまいました。後から続々と
来られる利用者様もいらっしゃったので、同じ内容の運
動が重複してしまい、始めから参加されていた利用者様

皆様や職員共に楽しみのひとつです。夏から秋に移り

この時期送迎中に車窓から見える景色は、ご利用者の

行く景色、色付く木々、大きくなるみかん、美味しそ

を食べることは丈夫な体を作ることになります。あれ

うな色に変わる柿、落ちている栗に銀杏。旬の食べ物

あれ ？いつの間 にか 食べ 物の話 にな ってし まい まし
た。時に肌寒く感じるこの時期、栄養を沢山とって体

さて、九月の通所リハビリテーション、雨で中止に

調を崩さないようにして下さい。

なってしまった 「梨狩り」は来年の楽しみに取ってお

には退屈させてしまったのではないかと後から不安にな くことにして、浮世絵展に出かけたり、鉄小学校の運
りました。しかし、大勢の利用者様の前で何かをするこ 動会にご招待いただいたり、スペイン語の勉強の本を
とは、初めての経験で私にとって良い経験になりました。
買いに出かける人がいて、奥様の勤める職場に買い物

食を食べに行ってみたり、ご利用者様それぞれのリハ

また、今回もゲストで来ていただいたすすき野ブラス に出かける人がいたり、自宅近くのお蕎麦屋さんに昼
バンドクラブの皆様には力強い演奏をしていただき、利

ょう。

歳、女性

通所リハビリ介護主任 村瀬 奈美

歳。来年も敬老のお祝いをシルバープラザで行いまし

名。ご利用者様の平均年齢は男性

ご利用者様の最高年齢は九十八歳の女性ご利用者様２

敬老の日にちなみ、今年の通所リハビリテーション

用者の皆様も一緒に歌ったりと盛り上がり、演奏が終わ ビリを今日も頑張っておられます。
ったあとのアンコールのコールも今年は一段と熱がはい
っている様子で楽しい時間を過ごして頂けたのではない
かと思います。
リハビリテーション科 岩井 鷹明

●●●●十十十十月月月月十三日日日日～～～～遠足～～～～
爽やかな秋の空の下で、運動会を楽しみましょう。
お弁当と豚汁をご用意致します♪
●●●●十十十十月二十八八八八日日日日～～～～選択食～～～～スパゲッティ
昼食のメインをあらかじめお選びいただけます。
Ａ ミートソース
Ｂ クリームソース

来月のののの特別食のお知知知知らせ
～２０１８年１１月の特別食～
中華風の料理をお召し上がりください ♬
予定日 １１月３日 （土）
☆豆腐チゲ風
★牛タンサラダ
☆鶏からあげのネギソース
★レタス炒飯
☆玉子スープ
★デザート～ジャスミンティーゼリープラム添え
（どうぞふるってご利用ください。
（ご予約は１０月２４日までに職員まで）
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３階レクルーム

の参加の有無やご入居者が一人でお買い物を

も一緒にお買い物をお楽しみ下さい！ご家族

うな笑顔で溢れています。ぜひご家族の皆様

ている時のご入居者の皆様の表情は、嬉しそ

トを開催する事になりました。お買い物をし

毎回ご好評いただいているお買い物イベン

２階レクルーム

＊日時：平成３０年１０月２１日 （日）

《お買い物イベントのお知らせ》

室までご連絡下さい。

ますが、予定が変更になった場合は支援相談

既に、ご家族の参加の有無を確認しており

午前１０時～午後２時

＊日時：平成３０年１０月１３日 （土）

《遠足のご案内》

うお願い致します。

あった場合は、面会を控えていただきますよ

＊体調の優れない時や、近隣で流行の兆しが

がい・手洗いの実施をお願い致します。

＊１０月１日より面会時のマスクの着用とう

症予防の対策を開始する事になりました。

れております。それを受け、当施設でも感染

先月より、インフルエンザの流行が報道さ

《面会時のマスク着用のお願い》

介護福祉士

りし日の事を思い出し楽しまれている様子でした。

「あの頃は～〇〇でしたね」と利用者様同士話され、若か

ここの皆様が『希望の星』でした。紙芝居が終わったあと、

命でした。戦後の子供達、ここには『希望の星』が勢揃い。

ゃと先生は厳しかった。必死だった。親は子供達に一生懸

教師はお姉ちゃんでした。希望の星（子供）を育てなくち

いくのが仕事でした。勉強は裸電球の下のちゃぶ台で家庭

合った。子供達の仕事は風呂の水汲み。桶に入れて持って

供達の話です。喧嘩はするが仲が良かった。お菓子は分け

したがとくに印象に残ったものは二作目の戦前・戦後の子

ました。全部で３つの作品の読み聞かせをしていただきま

の響き、名調子の語りによって紙芝居の世界に引き込まれ

居の読み聞かせ行われました。舞台に入った画面、拍子木

九月十三日さざなみにて、ボランティアの方による紙芝

横浜シルバープラザ

される場合のお支払い方法等のアンケートを
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夏が 終わ り、 外は 秋らし くな っ てきま
した。今年は例年より多く台風が発生し、
日本 への 命 中率 も高く て驚 きま す 。この
文章を書いていたその日も台風が直撃
し 、電車 が 止ま った り、停 電が 起 こった
り で 大 変 だ っ た よ う で す。 備 え あ れ ば 憂
いな し 、日 頃か らの準 備や 心が け が大切
です。今日身をもって知りました。
介護福祉士 渥見 太一朗

今 月 の 予 定
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請求書に同封しておりますので、回答にご協

:

力下さい。

あなたはどっち？
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