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ただ今︑一年で一番寒い時期真っ只中︒
こ たつの中 でミカン でも食べ ながら ウトウト ⁝するの が一
番 気持ち良 い季節で すが︑こ のまま だと体も なまるな ぁと
気 になる季 節でもあ ります︒ そこで この時期 におすす めし
た いのが神 戸七福神 めぐり︒ 有名な 寺社ばか りですし ︑気
軽 に行ける 距離でも あります ︒さら に福もも らって良 いこ
と尽くし 福札を集めると宝船の絵が完成します！

?!

宝船と共に良く書かれている「 永き世の 遠の眠
りの みな目ざめ 波乗り船の 音のよきかな 」と
いう和歌は回文になっていて正月に枕に敷くと縁
起が良い初夢が見られるとされています。

恵比寿…日本。商売や豊作の神
大黒天… インド。食物や財福の神
毘沙門天…インド。勝負事の神
弁財天…インド。学問と財福の神
福禄寿…中国。福徳と長寿の神
寿老人…中国。長寿と幸福の神
布袋…中国。開運、良縁・子宝の神
七福神は日本だけでなく色々な国の
神様が集まっています。
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と︑ ﹁か わ いら しさ ﹂か ら 手が
震え まし たが︑ 今は あま りの
﹁重 さ﹂ に手 が震 えま す︒
とに かく 大 変だ った のは ︑ とっ
ても 寝付 き が悪 く完 全に 寝 付く
まで 抱っ こ をし てい ない と ︑泣
き止まない日々が続いた事です︒
妻は明け方近くまで﹁抱っこしっ
ぱなし﹂という日が続いたので︑
大変 だっ た と思 いま す︒ し かし
大変 なが ら も︑ あの ﹁あ ど けな
い笑顔﹂には本当に癒されます︒
これ から も この 笑顔 を糧 に ︑老
体 にム チ 打 ち なが ら 頑
張り ます ︒
２ Ｆ 介 護士 山 田

先日の1月25日(土）に本年度家族会総会を開催しま
した。寒いなか、ご出席下さいました会員の皆様、
ありがとうございました。
前年度の会計決算と前年度より継続
しての役員選任につきまして承認
をいただきました。今年も家族会
を楽しく親睦を深めつつ、活動し
たいと思います。ご協力お願い致
します。 家族会事務局 内田
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※レク委員会：「月間行事」⇒誕生会・音楽セラピー・フラワーアレンジメント・映画の日・カラオケの日・園芸クラブ・買物ツアー！

※家族会：「月間行事」⇒家族会喫茶！（あじさい祭り／5月18日(日)：来館者を対象としたミニ喫茶を実施する予定！！）

カラオケの日 2/5(水）ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ 2/18(火）音楽セラピー2/14（金） 家族会喫茶 2/22（土）
映画の日 2/24（月）お誕生会 2/1・2/15（土）2月生まれの入所者様と家族様

いつのまにか節分で食べる豆が︑胃袋
がいっぱいになるほどの歳となってしまっ
たけれど・春を待つこころは乙女のよう
に梅と桜を心待ちに・・︒春よこいこい︒
編集長 内田

季

行事

２月

年間行事予定表

福祉関係では国家試験がいくつ かあります︒当施設でも何名かの
職員がチャレンジしました︒年 齢は関係なく︑自分自身のスキル
アップにと︑挑戦します︒﹁し かし︑いつのまにこんなに記憶力
なくなってんのかいなぁ︑﹂﹁ 眼が悪うなって本よまれへん︒﹂
﹁教本みてたらねむーなるわ﹂ いろいろな言い訳やらなんやら︒
努力が報われますように︒桜咲 く春がきますように︒事務所Ｎ

平成 ２４ 年 ６月 ２ ０日 ︑午 前
１０時 ４５ 分我 が家 に待 望の
﹁男 の子 ﹂が 産 まれ まし た︒ 当
初は 私も 出産 に 立ち 会う つも り
でい たの です が ︑緊 急帝 王切 開
での 出産 とな り ﹁元 気な 男の 子
です よ〜 ﹂の 連 絡を 職場 で聞 き ︑
慌て て病 院へ 行 きま した ︒体 重
は２ ４３ ０ｇ と とて も小 さく ︑
入院 中は 体重 が 減少 し心 配も し
まし たが ︑そ の 後は 順調 に﹁ ブ
クブク﹂・・・いや﹁すくすく﹂
と確 実に 成長 し てい ます ︒実 は
私︑ ４７ 歳に し て初 めて の子 供
でし て︑ 一番 最 初に ﹁抱 っこ ﹂
をした時は︑あまりの﹁か弱さ﹂

今年の新年会は豪華2本立て！１月１８日は、新世紀ふれあ
いグループ様が歌や舞踊を披露して下さいました。時代劇のよ
うな衣装はとても煌びやかで、見ているだけで
も楽しい気分に♪山口きよしさんの歌はとても
お上手で、利用者様は大盛り上がり！職員にも
ファンができました（笑）。
そして１月２３日には毎年おなじみ、La沙凡様が来られ、お
琴で正月や冬にまつわる曲をメドレーで披露して頂きました。
季節感たっぷりのお琴の音色が心地よく、利用者様がうっとり
と聴き入っていたのが印象的でした。後半では歌を利用者様と
一緒に披露。中には握ったマイクを離さず、熱唱される利用者
様も（笑）。
どちらも大好評の末終了となりました。関係者の
皆様、ありがとうございました！今年も皆様にとっ
て、良い一年になりますように！
行事委員長 小山
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