中脊美登子さん

う３ユニット

楽しみのひとつになりて
います︒今後も宜しぐお
願いします︒
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・﹃ハ居者の方々の普と今﹄

う２ュニット
葛本文一さん
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ふ
白函町市鹿野に住んで
いました︒
昔は由で木を伐採して
三川から日⁚置まで木材を川﹃Ｆ

の着物︑大人の着物も

ちゃんの産着から子供

代に和裁を習っており︑赤

趣味は桐み物で︑独身時

た︒

の家で育ててもらいまし

に匯して運ぶ朴維や︑炭焼 大阪で生まれ︑３歳の
きをして︑ほとんど休むこ時からは上富田町の祖母
となく句日什屏をしていま
したか︑今は愛の園へ入居
し︑ゆっくり気ままに過ご
しています︒
リビングからは︑野球
場がよく見えるので︑そ
習い︑入に頼まれて縫っ
たこともあ︲りました︒

20歳の時に結婚し︑三女
をもうけ︑勿業主婦とし
て子育てをしました︒
者砺など家腿料僅が得愈
でよく作り︑娘たちも喜
んで食べてくれました︒
娘から﹁お母さんは帽
てくれた帽ｒがあり︑大

子が好きだから﹂と買っ
切に保管しています︒
職貝の皆さんはよくし
てくれるので楽しく生活
ができています︒リビン
グで話をしながら食事を
する亭と︑娘や孫が面会

｀︑

に来てくれる事が楽しみ
です︒
︑７ユニット
一

中尾美恵子さ渋
｀
ｒ
Ｊ
りＬ
中辺路町水上で生ま
れ︑独身のときは栗栖
川で編み物の仕事をし
ていました︒
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20歳で結婚し︑トー冨田
町朝来へ来て３人の子育
てをしながら別の所で裾み
物の仕41は続けました︒
家のことをしなから︑
忙しい日々でしたがとで
も楽しかったです︒
休日には畑仕事もして
ジャガイモやサトイモ︑
キャベツ︑カボチャ等を
育ててスーパーヘ卸した
り︑近所の人達に分けて
あげて喜んでもらえるの
が嬉しかったです︒

６ユニットリーダー
﹃快適な生活を﹄ 芦谷友紀

エーシグノで︑塗り絵を

おり︑感心するような色

いる皆様か︑数日間自宅

使いや︑色鉛筆のタッチ

することもあります︒皆
ご高齢になり外出の機

の作品に仕上がっている

を離れ︑園で生活をされ

会か少なくなりつつある

きん︑熱心に集中されて

中︑住み慣れた自宅を離
いる方がほとんどです︒

事かあります︒﹁あな
た︑いくつ７・私○才﹂と

ています︒

６ユニットは︑ショー
せてお部屋や食事のご用
トステイをご利用の皆様
意をしています︒
のユニットです︒
上富田町近隣の方が多
ご家族が不在になる一いのでヽ
い友
の入
でヽ
︑知
友人
入と
︑久
知人と久
Ｑ介護者か少し休息す しぶりに出会い︑和気あ
るために｀ご利用者の生一い︲
あいとした談笑｀健康
活リズムの改善や気分転︲︲ 教室で歌や体操をした
換に︑又は将来の人居を
り︑好きなテレビ番組を
考えて体験してみる
見たりとゆっくり過ごし
等々︑在宅で生活をして一
て頂いています︒レクリ

1嚇1!
れることに不安を感じて

様子です︒

ケーシーンも楽しそうな

同年代同士のコミュニ
お一人のぺＩスを大切

私たち職員は︑お一入
に︑皆様に安心して︑快
よう︑サボートに努力し

らもよろしくお願い致し

待ちしています︒これか

けるよう︑款貝一同︑お

またお元気でご利用頂
ています︒自宅での生活

ます︒

適な生活を送って︒漬ける

いよう︑身体状惣に合わ

と大きく変わることがな

ぬリ絵

くなった関節や弱くなっ
た筋肉を改善し︑体を勁
きやすくする為に頑張っ
ています︒
月曜口の午後からは︑
ヨガの先生に家て頂いて
おります︒木曜日はやま
びこ会の皆さんが来ら
れ︑懐かしい童謡や︑歌
謡曲を入居者の方々と
歌っていただいており︑
参加者の皆さんは木曜Ｕ
を楽しみに待ちわびてい
ます︒
午後からは︑べフトサ
イドに伺い︑ストレッチ
竹︑池勣逐動を行ってい
ます︒
毎日︑メリハリのある
生活を送って頂ける様︑
お手伝いしていきたいで

福田倫子

﹂メリハリのある生活を﹁

訓練室副主任

戮能訓練指導ｎとし
て︑人居者の身体機能と
生活機能の維持の為︑ケ
アプランに添った個別機
能訓練を実施していま
大
訓練内容は︑午前中
は︑愛の園後援会よりご
寄贈訥きましたカラオケ
の機＆にて入居者のリク
ー﹃ストを問き︑歌を人力
﹄マイクを回し歌って頂
いております︒
歌の内容により︑曹の
ことを思い出され涙ぐむ
姿も見壹けられます︒歌
と歌の問に︑ラジオ休
操︑平行棒内でのー扮紬
惘︑歩行練習をする力か
１０名ほどおられます︒
タ位︑歩行練習は膝の
屈みもあり︑足の運ぴの
思いＺＪ４Ｑますが︑硬

物を大切にする心

陛桜会役ロ笠松孝司

収に大切に使う時代でし一
た︒丈比用品・鉛筆も然一

はなく︑すぺての物を大

と感じます︒

私ほ︑もうすぐ後期高
りです︒
齢名の仲間入りです︒
鉛筆は︑小刀で削り︑
欧間で云われている﹁
使っていて短くなり文字
終沼﹂という一・・葉が気に
が害きにくくなっても捨
づなり︑自室や身の周りを一てることなくヽそれを﹁
一ー﹂︵鉛筆の
夕見直してみました︒ 鉛９ホルダ
心 部屈の机卜には︑顧聞
祐助軸︶に差し込み︑限
一まで使ったもの
ツー読みかけの本・文呉箱界になる
卜など放りりぱなしの状態
です︒物の少ない中で倹
であります︒その吏具箱
約
し︑物を大切にする心
の中から︑短い﹃チビた
が育てられました︒
鉛笥Ｊ﹄を見つけました︒
現在は︑物か豊富で使
それをｒに取ると色んな思
い捨ての時代のように思
い出か蘇ってきました︒
います︒今︑令和の時代
小学生の頃は︑今のよ
となりもう一度色々と考
うに生話必宙晶は豊富で
える事も必要ではないか

に）

男

愛の園では︑お昼寂をし
たり︑ゆっくり気ままに過
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不在者投票

花の日の訪問（岩田幼稚園）
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ごさせてもらっています︒
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秋の遠足{すさみｴﾋﾞｶﾆ水族飽}

卿

こで野球をしているのを
観たり︑夕食時の晩酌が

Sきi頑ｙ

第測り

愛の園後援会だより
201朗･Uj宛t」

心

432
141084
2938292
3.079,376

金額

40,522
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会 長上羽 寛

副会長王置貴彦

会計監査笠松孝司

タ 谷中順次郎

幹 事平岩チホコ

ｓ ＆ｇ裕章

タ 松井孝恵

タ 武田寿子

〃 稗ｍ由紀子

ポ務局堀美都了

請没員ご沼介

昨年から︑ご縁かあり

幹事として︑武田寿子様

にご着任いただいていま

す︒本年度より愛の園

ＯＧの稗田由紀子様にも

ご参加いただく事になり

ました︒お二入共︑地元

の方でご存じの方も多い

と思います︒よろしくお

願いいたします︒

き０７３９
47・１２３４︵堀︶

愛の園後援会事務局

残暑か続いております
が︑後援会会員の皆様に
はお元気でお過ごしの事
とお慶び申し分げます︒
５月から元号が﹃令
和﹄となり新しい気持ち
で後援会を盛り上げて行
きたいと思います︒
きて︑今年度の後援会
事業は車椅子衆降の改造
車両か老朽化の為︑昨年
からの稽み立てをしてい
る後援費で同様の車両の
買い替えを予定していま
す︒９Ｍｉ日︵祝︶に行
われる敬老の日の行事
﹁一日我か家﹂で贈呈式
を行う予定です︒来年の
﹁陵援会だより﹂で様Ｔ
をご報告させていただき
ます︒
現在︑会貝をｇ集して
います︒会貝の皆様から
も入会のお声かけ︑並び
に会費の納入をよろしく
お願いいたします︒

今旁命今

3071376

﹃初めてのショートスティ﹄
2380357
557935
前期繰越金
当期剽余金

シ ︲ト李イ利男久保田茂子さん
平成29年７月Ｓ日に︑
ふとした事で︑右手首を
骨折してしまい緊急

金顛
科目
金誦

ショＦトで利用すること
となりました︒
それから一か月半程︑
療養させていただきまし

は出来ないことを紺かく
丁寧に手伝っていただ
き︑リラックス出来て気
持ち良かりたです︒
戦前生まれの私と︑戦
後生まれの職貝さん達
と︑仲良く会話かでき
て︑何の隔たりも無い︑
素晴らしい６ユニットで
した︒
今後︑自分がとことん
疲れる前に︑ここでしっ
かりリラックスして︑一
人で籤るのでは無く︑明
るく皆様とセッションし
て行きたいと思います︒
これからもどうぞよろ
しくお覇いします︒

収支計算書（201&4/1〜2019/3/31）

愛の園後援会

たが︑ショートステイと
ｄうシステムか良く分か
らないまま来たので︑最
初は︑女性が多いので︒
﹁愛の園﹂と言うより
は︑﹁女の園﹂と一ざう感
じかしました︒又︑雰囲
気かとても温かく︑開放
的で︑心地よく過ごさせ
ていただきました︒
﹁もう少し楽にしな

﹃父の穏やかな日々﹄
ダイせーピス利垠差小倉直樹さん
父かデイサービスセン
ターでお世話になり︑早
当初︑・認知症の症状か

一年が過ぎました︒
現れだし︑農繁期という
事もあり︑介護認定を受
ける事となりました︒玉
置ケアマネージャーの勧
めで﹃デイサービスセン
ター愛の園﹄を利用する
ことになり通所閣始時
は︑父も不安そうで行く
ことを渋る日もありまし
たか︑今では朝になる
と︑送迎の車を待つ様に

県内他市町村

１２２１０

ｙ ￥

お花見（彦五郎公園）
職叫さんは︑父をとて一
も大切にしてくれてい
て︑心身ともに丁寧にケ
アをして下さいます︒そ一
のお陰か︑帰宅してから
もデイでの様子を話して
くれ︑家族で穏やかな生一
活を送る事が出来ていま・
す︒又︑事務室はじめ︑一
愛の園全体で見守ってく一
れている事もきっと父一
は︑喜んでいると思いま一
す︒
一
今後も︑皆さんの力を
お借りしながら︑父か父
らしく過ごして行ける様
に︑家族で支えて行きた
いと思っています︒

白浜町

方

貨
科目
２３８０３５７ 講演費
699000
印刷費
１９ 通信責
699019
払込手数料
雑
費
（支出小計）
次年度へ繰越

ｒ￣ミｌ

計

方

借

‑

合

金額

科目
lﾘ期よリ績越
ｚ
費
雑収入
（収入小計）

●・

なり︑現在は毎日通所さ
せていただいておりま
す︒自宅では︑母と二人
で暮らしており︑母の介
通所させていただく事の

護負担を考えると︑毎日
有甦さを痛感致します︒

上富田町

2938292

2938292

会

圖動

外

方

2938292

借
科目
現
金
郵便振替貯金
普通預金
当期欠梱金

娠内他市町村
県 外

県

貸僧対照表（201町4/1〜2019/3/31）
‥一一−
貸 方
愛の園後優会

２０
１４４

計
合

５４
６１
田辺市
上富田町
白浜町

１６９
１６０
２３
２１
４１
４１４

田辺市

謬ﾂ唱
区
地

ジ？嚢
区
地

会費納入状況
栽・

員

会

一一−・

‑−
−‑
−−

よ・︱﹂と白分に一⁚い
聞かせ︑入浴など自分で
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