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毎 年九月三 ０日は社 会福
祉法 人神愛会 の創立記 念日
です 。この日 の式典で はデ
長寿 の秘訣は その様な 所で イサ ービスの スタッフ 三名
しょ うか。今 もお化粧 の道 が永 年勤続五 年の表彰 を受
具を 持って来 られ、お 風呂 けま した。お めでとう ござ

命頑 張った皆 さんにと って

「入 職し早や 五年経過 とな
りま した。ご 利用者様 の朝

た。この写真 ご覧くだ さい、
エビ にマグロ にイクラ 、豪

ま たこの日 は皆さん のお
昼 ご 飯 も 祝 膳 と な り まし

はあ っという 間の事だ った
みた いですね 。

ご利 用の福田 さんが一 〇一 おめ でとうご ざいます 。
歳の お誕生日 を迎えら れさ

夕の 送迎のご く狭い範 囲で
はあ りますが 、少しで も皆

☆ 栗林由典 （送迎担 当）

の後 はデイル ームでお 化粧 いま す。それ では今回 表彰
直し をされて いるその 姿に され ました三 人から一 言。

さや かながら お祝いの 会が
開催 されまし た。（ 拍手 ！）

さん に寄り添 い、お役 に立 年の 表彰を頂 きました 。至 華な お寿司に 大喜びの 昼食

ＤＳ愛の園
ご利用状況

大正 三年にお 生まれの 福田

○ 残りわず か

てれ ばと思っ ています 。」 らな い所の多 い私です がこ でし た。（喜 ）
☆ 舩山知佐 子「あっ と言 れか らも頑張 ってまい りま

◎ 空きあり ます

う間 に五年が 経ったよ うな すの で、宜し くお願い 致し

月 曜日

さん 、「ウチ は子供の 時勝
浦や ったから 、魚はし っか

気が します。 まだまだ 未熟 ます 。」
です が一生懸 命頑張り ます
五 年という 歳月は、 小学

火 曜日

○ 残りわず か
◎ 空きあり ます

☆ 山下仁美 「今回勤 続五 な時 間です。 しかし一 生懸
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木 曜日

○ 残りわず か
○ 残りわず か

☆ 送迎につ いては小 椋・

金 曜日
土 曜日

ので 、これか らもどう ぞ宜 校一 年生だっ た子供が 六年
しく お願い致 します。 」
生に なる訳で すから、 結構

り食 べてたさ かいなぁ 」
と。

こ の度、デ イサービ スを は感 服。福田 さん、改 めて
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九 月十七日 、敬老の 日を
事前 に控えて「岩田幼 稚園」

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

赤 木までご 相談下さ い
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の愛 組さん達 が敬老訪 問に
訪れ てくれま した。三 歳の
園児 達から「 どんぐり ころ

ころ 」「トン ボのめが ね」
の歌 を大きな 声でプレ ゼン
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ト。 「おじい ちゃん、 おば
あち ゃん、い つまでも お元
気で 」と一人 一人握手 をし
てく れました 。「あり がと
うま た来てね ！」
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