すが 本格的に 始めたの は退
職さ れてから 。紀伊半 島の
綺麗 な風景を じかに足 を運
ん で 絵 に 描 く の が 楽 しみ
だっ たそうで す。

センター紹介

形で の送迎が 可能です 。ス

タッ フ一同、 いつも安 全運
転で 皆さんの 快適な送 迎を

心掛 けていま す。

当の 栗林さん からひと 言。
☆ 安全第一 の送迎☆

ルフ 場でのお 仕事を退 職さ
れて から絵画 を始めら れた に教 わった訳 で無く全 くの

方で もお体に ご負担の 無い

り最 大二〇〇 キロまで の昇
降が 可能です ので、ど んな

型の リフトが 装備され てお

きま すので、 座席に乗 り換
える 面倒もあ りません 。大

ま た大きな リフト車 は車
椅子 を一度に 二台も固 定で

水 曜日
木 曜日

火 曜日

月 曜日

○ 残りわず か
◎ 空きあり ます

○ 残りわず か

× 満員です

ＤＳ愛の園
ご利用状況

℃

ご相談下 さい

☆送迎に ついては

○ 残りわず か
× 満員です

● 時間帯を 問わず、

到来 を迎えま した。
☆ インフル エンザの 特徴

が発 生、少し 早いシー ズン

金 曜日
土 曜日

くの で細い路 地も楽々 。

方で も楽に乗 り降りが でき
るす ぐれもの 。小回り が利

福祉 車両とい う特別な 仕様 降り てくるの で、車椅 子の
の車 なんです 。

十
十月
月は
は
今 年の一〇 月、大阪 市で

栗林由典

青 山さん曰 く「日本 には
美し い風景が 色々ある が、
この 南紀は熊 野古道を 始め
本当 に良い景 色が多い 」こ
の南 紀に生ま れ育った あり

ある 二枚の絵 、今回は その られ ます。ま た青山さ んが
現 在 デ イ サ ー ビ ス セン
絵を 描いて下 さった方 を紹 こだ わったの が風景の 中で ター 愛の園で は四台の 自動

「 皆様への 気配りを モッ

ス タッフを 代表し送 迎担

も
「 水辺の風 景」だそう で、 車が 朝のお迎 えと夕方 のお

介し たいと思 います。

トー として日 々勤める 事を
右 の写真は 一番小さ な軽 心が けていま す。」

カ。 皆さん最 初に来ら れた 山さ んは日置 のご出身 で若
時は 少し戸惑 われる事 もあ い頃 は大阪で お仕事を され

にス タッフが 交代で朝 礼を
させ て頂いて います。

との 事で、ご 自宅には 百点 独学 だそうで 。上達の コツ
を超 える作品 があると いう は「 実際に現 地に足を 運ん

事。 この腕前 ですが、 誰か から 、四人乗 りの小さ な軽 自動 車。でも 助手席が こん
自動 車まで、 でも実は 全て な風 にスライ ドして下 まで

「や っぱり動 く水を流 れる 送り に活躍し ています 。定
様に 描くのは 難しい」 との 員一 〇人の大 きなリフ ト車

い つもセン ターに飾 って がた さをもう 一度認識 させ

人 ひ
ひと
と
人

ＤＳ
Ｓ愛
愛の
の園
園 新
新聞
Ｄ
元
元気
気い
いっ
っぱ
ぱい
い

声「 上を向い て歩こう 」に
合わ せて首・ 腕・足と 順番
に動 かして行 きます。 とっ
ても 簡単な運 動ですが 曲が
ンタ ーの「朝 の日課」 体操
です 。

郷里 の近くの 朝来に戻 って
こら れたそう です。

青 山茂さん （朝来） 。青

毎 朝、送迎 車がセン ター
に到 着し皆さ ん暖かい お茶

昭 和六四年 頃、白浜 のゴ

終わ るころに は体もポ カポ

で一 服すると 、その日 ごと

「 ○月×日 、今日は ～の
日で す」とそ の日の行 事や

から 感服致し ます。お 仕事 で、 綺麗な風 景を見る 事。

術展 にも毎年 出展を続 けら

気に なるニュ ースなど をお

那智の滝

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

をさ れていた 頃も趣味 で多 それ を何回も 重ねる事 」だ
少は 絵を描い ていたそ うで そう です。以 前は東京 の美

坂 本九さん の懐かし い歌

れて おり、絵 画を続け る励 は一 日から一 四日の間 に真 を 越 え る 高 熱 が あ る ●寒
みに なったそ うです。
夏日 が五日、 夏日が九 日と 気・ 震え（特 に発熱す る直

こ んな症状 が出た時 は速

終 戦を満州 で迎えら れ、 いう 例年に無 い暑い一 〇月 前） ●倦怠感 ●頭痛● 関節
その 後ロシア に拘留。 そん とな りました 。ところ が一 痛・ 筋肉痛
な大 変なご苦 労をされ た中 五日 以降は例 年以下の 気温

そ んな中、 八日に紀 南地 を受 ける予定 ですが、 「う

でも 、「バイ カル湖の 雄大 が続 き、急に 気温低下 がみ やか に受診し ましょう 。
さに 目を見張 った」と いう られ た様子で す。
ス タッフも 近々予防 接種
青山 さん、自 然を愛す る心

ホームページ
http://shinai.or.jp

潮の岬の風景

が、 どの絵か らも伝わ って 域の 小学校で は早くも イン がい 手洗い」 を心掛け て毎
来る 様です。 （感謝）
フル エンザに よる学級 閉鎖 日元 気に過ご しましょ う。

〒 649-2103
和歌山県西牟婁郡上富田町
生 馬 316-56

今 回ご紹介 するのは 、セ

デイサービスセンター愛の園

話し し、ひと 心地着い た頃
に朝 の体操が 始まりま す。

りま すが、す ぐに覚え られ
て 自 然 と 体 が 動 き 出 しま
す。 長年慣れ た方など は歌
を口 ずさみな がら体を 動か
され ている方 も。
また 、座っ
たま までも出 来る運動 です
ので 、ご自宅 でも是非 やっ
てみ てくださ い。

（ 0739） 47-0105
（ 0739） 47-4329

ＴＥＬ
ＦＡＸ
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