一石 二鳥です 。

様か らのご意 見を伺い 、掲

りな ので、
衛 生的にも 安心。
楽し めて肺も 元気にな る、

ウス ピースを 交換出来 る作

ＤＳ
Ｓ愛
愛の
の園
園 新
新聞
聞
Ｄ

心肺機能
向上に向けて
まで 制服に名 前を付け ずに

示さ せて頂く 事になり まし
た。 デイサー ビスでは これ

い
いつ
つも
もお
お世
世話
話に
に
な
なっ
って
てお
おり
りま
ます
す

まし た。以前 から出勤 者の

が車 の往来を 遮ってし まい

道で 囲まれて いる立地 条件

お詫び

去 る一月二 十五日、 前夜

まし て、歩い て坂の上 まで

氏名 は毎日掲 示してい まし
たが 、顔写真 も館内に 掲示

させ て頂きま す。この 記事
を見 て、ご家 族様も職 員の

顔と 名前を覚 えて頂け れば から 降り続い た雪が、 この

が、 こんな時 には周囲 を坂

高 台にある 、普段は 見晴
ら し の 良 い こ の 施 設 です

幸い です。こ れからも 宜し 温暖 な紀南地 方を覆っ てし
くお 願いしま す。
まい ました。

節分
今 年も節分 の日は恒 例の

上る 事は出来 ましたが 、送
迎時 の安全を 考えると・
・・

やっ て来まし た。ご来 所さ 「お 寿司」の 日となり まし
先 月からセ ンター内 にこ れた 皆様に、 出来るだ けご た。 調理室手 作りの「 巻き

昇抑 制、脳の 活性化な どな
ど色 々と効果 が高いそ うで

当日 は休館と させて頂 きま
した 。ご利用 を予定さ れて

いた 皆様、大 変ご迷惑 をお

ゃん と刺さる のかな？ 」と
思わ れる程の 固さ。こ れな

ると 少し厚手 のセロハ ンを
円錐 状に固め たもので 、「 ち

「 あの人に こんな事 を聞 思い があり、 「職業人 」よ

掛け いたしま した。

昔 から「長 生き」は 「長
息」 とも言わ れ呼吸器 が元

ら危 険も無く 使えます 。ま

水 曜日
木 曜日

火 曜日

月 曜日

◎ 空きあり ます
○ 残りわず か☆

◎ 空きあり ます
◎ 空きあり ます

◎ 空きあり ます

○ 残りわず か

送迎 について は小椋・

金 曜日
土 曜日

ＤＳ愛の園
ご利用状況

う事 で「スポ ーツ吹き 矢」

気な 人は身体 も元気と も言
われ ます。そ の中でも 「腹

実 際の矢は 手に取っ て見

式呼 吸」はお 腹をしっ かり
た、 吹筒は吹 き手ごと にマ

春の足音

す。 その腹式 呼吸の基 本は んな スタッフ の写真を 掲示 自宅 に居るの と同じ感 覚で ずし 」と「サ ンマ寿司 」。
鼻で 吸って口 で吐く。 とい させ て頂いて います。
過ご して欲し いという 強い

呼吸 法で精神 安定、血 圧上

デイサービスセンター愛の園

を新 たにメニ ューに取 り入 きた いんやけ ど、名前 が出 りも 「家族」 の様に思 って
れて みました 。
てこ ないんや 」といっ た皆 頂け ればと、 こうして おり

使っ て横隔膜 を上下さ せる

地 元の味と して人気 のメ
ニュ ーです。 そして豆 の代

赤木まで ご相談下 さい

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

わり には”玉 子ボーロ ”。
えっ ？年の数 だけ入っ てな

お 正月明け にＳさん から

ホームページ
http :/ / s hina i.or .jp

いっ て・・・ まぁそこ は勘
弁し てくださ い。
今 年も皆さ んが「元 気に
過ご されます ように。 」

頂い た「猫柳 」。セン ター
の花 瓶でかわ いい花穂 をつ

けて くれまし た。

（ 0739） 47-0105
（ 0739） 47-4329

ＴＥＬ
ＦＡＸ

ネ コヤナギ 開花時 期は
三 ～ 四 月 。 春 の 季 語 にも

なっ ています 。一房の 中に

小さ な花が無 数に咲い てこ
の形 になるそ うです。

〒 649-2103
和歌山県西牟婁郡上富田町
生馬３１６－５６

山下仁美
三原秀生
舩山知佐子
田ノ岡金子
栗林由典
小椋さゆり
仲川博輝
赤木雅哉
岩井智美
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