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八 月二〇日 ・二一日 、セ
満足 。
楽しん でくれた かな。

き氷 やたこ焼 きを食べ て大

夏まつり
ン タ ー で は 夏 祭 り が 開か
れ、たこ焼き・かき氷・ スー
パー ボールす くい等の 屋台
も出 店、大賑 わいの一 日と
なり ました。
お 忙しい中 、ご家族 様や
子供 たちにも 来て頂き 、に
ぎわ いに華を 添えて頂 きま
した 、本当に ありがと うご

デイサービスセンター愛の園

こちらは射的のコーナー
狙いを定めて・・・
いつになく真剣な表情で
これも”お祭り”ならでは
良い景品当たりましたか？

方に は粥食や 刻み食、 ミキ
サー 食もご用 意させて 頂き

雨 不足・酷 暑が続く この

毎 日暑い日 が続きま す。

収穫

ます 。ご自身 で食べづ らい
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今 回はセン ターでの ”お
昼ご はん”を ご紹介し たい

秀生

方も 、スタッ フがしっ かり 夏で すが、セ ンターの 畑で
は夏 野菜が少 しずつ収 穫さ

れて います。
今 年はさす がに水不 足、

加え てカメム シとアリ が大

発生 しました 。（残念 なが り、 かなかい い出来と は言
ら期 待してい たスイカ は途 えま せん。そ れでもし っか

中で 枯れてし まいまし た。
） り実 をつけて くれた野 菜達

れば 百年以上 の歳月が 必要

る事 がありま す。
昔 の川を取 り戻そう とす

いね 。

ろい ろと教え てやって 下さ

だ」 とスタッ フも張り 切っ
てい ます。皆 さん、ま たい

ら「 次は大根 に向けて 準備

痛感 しました 。
夏 野菜の収 穫が終わ った

実っ た夏野菜 も皮が硬 くな に感 謝です。 一方で、 また
今年 も野菜作 りの難し さを

茄子とシシトウの収穫です

八
八月
月は
は

する 富田川を 見るのは 生ま だっ たかを知 っている 人が
フ の 参 加 を 心 が け て いま れて 初めての 様な気が しま 少な くなりま した。皆 さん

す。 本年度は 三原ケア ワー す。 富田川に 「淵」が 無く どう か若い人 に、昔の 事を

カー が参加し てきまし た。 なっ てもう久 しいです が、 伝え てやって 下さい。
（本人 コメント ）
それ に加えて 今年は梅 雨が

今 回、認知 症実践者 研修 明け てから全 く雨が降 りま

を受 ける事と なり、五 月二 せん 。放流し たアユも 壊滅
四日 ～八月九 日の間で 六日 状態 だと聞き ますし、 最近

間 の 研 修 に 行 っ て 来 まし は昔 よく見か けたウグ イな
た。 一日通し てみっち り講 んか もめっき り見かけ なく

義を 受け、中 身の濃い もの なり ました。

研修 会が開催 されます 。当 した 。この研 修で得た 事を が一 杯おって なぁ」「 あそ

毎 年和歌山 県では「 認知 で大 変でした が、とて も多
送 迎の車内 でも、川 を見
症介 護実践者 研修」と いう くの 学びや気 づきが有 りま ると 「昔はこ こに大き な鯉

三原
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お箸 も進みま す。また 、ご がら ご飯を食 べる事、 これ
本 当に異常 気象でし ょう だと 言われて います。 でも
飯が なかなか 食べられ ない が一 番♪
か、 夏場にこ こまで瀬 切れ そ れ 以 上 に 昔 の 川 が どう

食べ るお食事 はまた格 別、 仲間 同士でワ イワイ言 いな

てい ますので 栄養満点 。そ
な によりも 、家での 出来
れに 、みんな で笑いな がら 事、 センター での事な どお

もち ろん管理 栄養士が しっ 自身 で食べて 頂ける様 に配
かり 計算をし て献立を 作っ 慮し ています 。

がっ ていただ いていま す。 ろえ ており、 出来るだ けご

もこ んなかた ちで、そ の人 また 食器やス プーンも 特別
ご と に 盛 り 分 け て 召 しあ な仕 様のモノ を色々取 りそ

の日 は天婦羅 でした。 いつ お手 伝いしま すので安 心。

と思 います。
こ れはある 日の献立 。こ

こちらは同じメニューのミキサー食

セン ターでも 、よりよ いケ 今後 の業務に 生かして 行き こは 深い淵で ナマズを 捕ま
アを 提供出来 るようス タッ たい と思いま す。
えた んや」昔 話をお伺 いす

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

いくつ採れた？
スーパーボール

昔からの血が騒ぎます♪

ホームページ
http://shinai.or.jp

ざい ました。

外 はカンカ ン照りの 暑さ
の中 、
賑やか な音楽が 鳴り、
午後 ２時に夏 祭りがス ター
ト。 小さなお 子さんた ちも
来 て く れ 、 笑 顔 で 交 流。

祭りとなれば

（ 0739） 47-0105
（ 0739） 47-4329

ＴＥＬ
ＦＡＸ

「ど っから来 たん？お 名前
は？ 」センタ ーの中は すぐ
はし ゃぎ声で 一杯にな りま
した 。子供た ちもスー パー
ボー ルや射的 で大騒ぎ 、か

〒 649-2103
和歌山県西牟婁郡上富田町
生 馬 316-56
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