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お花見ドライブ
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だ」 という事 が身に染 みて

モクレン

三 月二十二 日は、春 の防
災訓 練が行わ れました 。「 特

養一 階ユニッ トより出 火の

想定 」で大音 量の警報 が鳴
り響 く中、避 難路を確 認し

時 間 を 計 測 し な が ら の避
難。 外はまだ 寒風が吹 き荒

高も 普通のモ クレンの 木よ ぶ中 、参加さ れた皆さ んも

うで す。例年 三月半ば から

わか りました が、まず はこ
うい った事態 にならな い様

り も 高 く な り 一 〇 ～ 一五 大変 寒い思い をされた 事と 思い ます。実 際に火災 が起
メー トル程の 大木にな るそ
きれ ば「これ だけ大変 なん
中 辺路町に モクレン の花 後半 が見頃の 様ですが 、今
を訪 ねて出掛 けました 。
年 は 気 候 不 順 の 影 響 もあ

に施 設全体で 取り組ん でい
きま す。
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ご利用状況

がと うござい ます。

い つも皆さ んご協力 あり

国 道三一一 号の川向 にあ り、 日程も少 し遅かっ た様
るモ クレンの 並木、毎 年立 子で 花も少な 目、でも 見応
派な 花を咲か せていま すが えた っぷりで した。
の こ の 日 は 人 出 も ま ばら その 数はなん と八〇本 。ま
で、 ゆっくり と駐車場 の脇 たこ の木は正 式には「 白モ

○ 残りわず か

にあ るソメイ ヨシノの 下で クレ ン」だそ うで、最 盛期
お花 見をする 事が出来 まし には この地全 体が真っ 白な
た。 お茶とお やつを頂 きな 森の 様に見え るとの事 。樹
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ごせ ました。

は今 年
「ピカ ピカの一 年生」
だそ うで、入 学式を終 えて

初ガ ツオ 四 月四日の お昼
ご飯 は「カツ オのたた き」

赤木まで ご相談下 さい

山ホトト ギス 送迎 について は小椋・
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がら 大きな桜 の枝に包 まれ
て、 幸せな春 のひと時 を過 んの 訪問があ りました 。

目 に青葉

金 曜日
土 曜日

春の足音
その後

でし た。少し 早いです が新

こえ ました！ 「まだ四 月な

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

春 雨の続く 今年の四 月、

緑の 眩しい季 節が近づ いて
いま す。この 記事を書 いて

”ヒ イばあち ゃん”に 挨拶

のに・
・・」そ れはそう と、
前回 ご紹介し ました” ネコ

いる 今日、愛 の園の駐 車場
では 今年初め て蝉の声 が聞
に来 てくれた そうです 。こ
の満 面の笑顔 を見ると 周り
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つか の間の晴 天に恵ま れた
五日 は「お花 見ドライ ブ」
に決 定、田辺 の動鳴気 峡に
行っ てきまし た。
前 日とは打 って変わ り、
紀南 地方の最 高気温も 二十

一年生

ヤナ ギ”あれ から黄色 い花

「 こんにち は！」、 先日 のみ んなも自 然と笑顔 にな

した 。この二 日前に「 桜ま

穂を つけまし た。
小 さな春を ご紹介（ Ｃ）
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（ 0739） 47-4329

ＴＥＬ
ＦＡＸ

度、 久しぶり の春の陽 気を
感じ ながらの 外出とな りま

デイサービスセンター愛の園

つり 」が開催 されたば かり デイ サービス をご利用 中の りま した。
とい う日程で したが、 平日 土口 さんに、 娘様とひ 孫さ
「 また来て ねぇ！」
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