ご
ご相
相談
談下
下さ
さい
い

あ り ま す の で 何 か 困 りご

大
大き
きく
くな
なあ
あれ
れ

ター の水槽に と十数匹 のメ
ダカ を頂きま した。（ 感 謝）

先 月 岡 崎 さ ん よ り セン

利な 道具をご 紹介した いと し付 け下さい 。
思い ます。全 てセンタ ーに

いっ ぺんに賑 やかにな った

と・ 相談など ありまし たら
今 回は「移 動」の為 の便 お気 軽にスタ ッフまで お申

常備 しており ご来所時 はい

ま ずは杖、 Ｔ字杖と も呼
ばれ ます。杖 の長さは 床か

水槽 の中、是 非ご覧に なっ
て下 さい。

紀 南地方で は梅の収 穫期

ら足 の付け根 （大転子 ）ま

つで も使用で きますの で、
ご遠 慮なく言 って下さ い。

を迎 えた六月 。センタ ーで

で の 長 さ と 言 わ れ 、 人に
よっ て違いま す。また 立ち

青 梅を容器 に入れて 作業
が始 まるとフ ロアの中 はほ

こ ちらはシ ルバーカ ー。

修が 始まりま した。
「 どっから 来たん？ 」「い

の看 護科の学 生さん達 の研

今 年も六月 から熊野 高校

☆ 送迎につ いては小 椋・

金 曜日
土 曜日

水 曜日
木 曜日

火 曜日

月 曜日

○ 残りわず か
○ 残りわず か

◎ 空きあり ます
○ 残りわず か

○ 残りわず か

○ 残りわず か

ＤＳ愛の園
ご利用状況

くつ ？」「え らいな～ 」
初 々しい学 生さん達 には

研修

は歩 行器。体 を伸ばし て歩 皆 さ ん 目 尻 も 下 が り ぱな

学生

と言 う間の一 時間でし た。
こ の日は新 ジャガの 収穫
この 夏はしば らくの間 イン 日。 今年の春 先は寒暖 の差

でお いしく頂 きました 。

業が 始まると その手つ きは 前に 体重が掛 かる歩行 タイ
真剣 そのもの 。後日み んな プの 方におす すめです 。次

一杯 に。しか し、皆さ ん作

上が った姿勢 も人それ ぞれ
んの りと甘酸 っぱい匂 いで で高 さは変わ ります。

も頂 きものの 梅を使っ て皆
さん で梅ジュ ース作り 。

梅
梅ジ
ジュ
ュー
ース
ス

ＤＳ
Ｓ愛
愛の
の園
園 新
新聞
聞
Ｄ
ミニコンサート
大盛況

熱気 に次第に みんな引 き込

ドへ 出かける と云う事 です が大 きく不安 もありま した

畑だ
だよ
より
り
畑

を開 催してく れました 。
橋 本さんは ご両親の 自営

の橋 本さんが 世界の打 楽器 まれ ていきま す。軽快 なお
を持 参し
「ミ ニコンサ ート」 喋り と打楽器 の迫力に あっ

業を 手伝いな がら「ヨ ガ」

赤 木までご 相談下さ い
力も 必要とな ります。 その

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

行し たい場合 はズッシ リと し、 お話しも 尽きない ご様
安定 しますが 、その分 腕の 子で した。

六 月二日、 ボランテ ィア

デイサービスセンター愛の園

のイ ンストラ クターを され が、 帰国した ら是非ま た来 が、 根菜にし ろ芋類な ども
てお り
「イン ド日本友 の会」 て下 さいね。

地面 の下で育 つもの、 収穫

ホームページ
http :/ / s hina i.or .jp

の会 員として 両国の交 流の
為の 活動をさ れていま す。
ア フリカの 打楽器” ジャ
ンベ ”や南米 の”カホ ン”
と呼 ばれるま るで箱の よう
な楽 器。これ まで見た こと

の時 までどう 育ってい るか
はわ かりませ ん。結果 は、
大き さにバラ つきはあ るも 他色 んな種類 の車椅子 もご
のの 、立派な ジャガイ モが 用意 していま す。その 人そ
収穫 されまし た。
の人 に応じた 移動の仕 方が

（ 0739） 47-0105
（ 0739） 47-4329

ＴＥＬ
ＦＡＸ

の無 い色んな 楽器を実 際に
触ら せてもら い、その 音を
聴い て二度び っくり。 音楽
に合 わせて汗 だくにな って
演奏 してくれ た橋本さ んの

〒 649-2103
和歌山県西牟婁郡上富田町
生馬３１６－５６
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