畑だより

ると 、クワを 使われて いた

方も 、周りで それを見 てい
た方 も自然と 笑顔にな りま

寄
寄り
り添
添う
うと
と云
云う
う事
事

セ ンターに やって来 た研

と言 う質問を 受けた事 があ

した 。今年の 出来はど んな 修生 から「寄 り添うっ てど
もの でしょう か、今か ら楽 うす れば良い のですか ？」

しみ です。

りま す。寄り 添うとい う言
葉は 「もたれ 掛る様に 傍に

寄る 事」とあ ります。 しか
し高 齢者福祉 の現場で は単

に傍 に居る事 ではなく 「そ

「皆 さんに寄 り添えて いま
すか ？」自分 達にそう 言い

的に も精神的 にも非常 に労
苦の 多い行動 となりま す。

の人 の人生」 に寄り添 う事
だと 思います 。従って 「寄

した 。センタ ーが開設 され
てか ら早くも 十五年、 大き

聞か せながら 頑張って いき

り添 う」とい う事は、 身体

な事 故も無く 今日まで これ 野菜 の苗付け が行われ まし
たの も、ひと えに皆様 方・ た。 この時ば かりはと 「昔

たい と思いま す。（ｃ ）

「祝 福式」が 執り行わ れま
今 年もセン ターの畑 に夏

関係 事業所様 方のおか げで 取っ た杵柄」 で、皆さ ん大

れは こうやる んや」と 熱心

す。 今後も「 安全・安 心」 活躍 。見事な クワさば きを
を第 一に考え た送迎を させ 見せ る方、ス タッフに 「こ
て頂 きます。

キャ ッチする 」という 新し れぞ れに大活 躍です。 今年
いゲ ームが完 成、これ が意 は茄 子にトマ トにキュ ウリ

火 曜日

月 曜日

◎ 空きあり ます
◎ 空きあり ます

◎ 空きあり ます

○ 残りわず か

ＤＳ愛の園
ご利用状況
外と 大盛り上 がり。何 しろ を植 え付けま した。

水 曜日
木 曜日

◎ 空きあり ます
○ 残りわず か☆

に教 えて下さ る方、黙 々と
「 空飛ぶ帽 子を棒の 先で 畑の 畝を整え る方皆さ んそ

モノ が帽子な ので思っ た通
「 頑張って 、大きく なれ
りに は飛んで くれませ ん。 よ」 と一株ご とに丁寧 に土

金 曜日
土 曜日

葉を ヒントに 構成を考 えさ
せて 頂き、手 前味噌で すが

赤木まで ご相談下 さい

送迎 について は小椋・

あっ ちこっち で歓声と 笑い が被 せられ、 苗付けが 終わ
声。 スタッフ も色々と 考え
てく れてます な～。ち なみ

” わ か り や す い ” パ ンフ
レッ トが出来 上がった と思

ナ
イス
ス
ナイ
キ
キャ
ャッ チ
チ

に新 しい送迎 車が導入 され の安 全運行と 、それに 乗る
まし た。この 日は新送 迎車 皆 さ ん の 安 全 を 祈 願 して

こ の五月か ら、セン ター

安全祈願

ＤＳ
Ｓ愛
愛の
の園
園 新
新聞
聞
Ｄ

花の日の訪問

手で 握りしめ た花束を 一人
ひと りにプレ ゼント、 「お

新
新パ
パン
ンフ
フレ
レッ
ット
ト で
でき
きま
まし
した
た

あ る日のレ クリエー ショ

「 デイサー ビスセン ター いま す。ご来 所の際に は入

風呂 はどうな ってるの ？」

ン。 スタッフ のＭ君が 何や
ら紙 の棒を持 ち出して きま

「設 備は？」 と言った お言

した 。周囲は 一体何が 始ま

愛の 園」のパ ンフレッ トが 口や 事務所に 置いてお りま
新し くなりま した。普 段皆 すの で、年部 でもお持 ち帰

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

に一 番汗ダク になって いた
のは 、何度も 帽子を投 げた

るの か興味津 々。
「 今からこ の麦わら 帽子

様か らよく頂 くご質問 、「 何 り下 さい。ま た郵送対 応も

ホームページ
http :/ / s hina i.or .jp

Ｍ君 でした（ 笑）

五 月二十四 日、今年 も岩
田幼 稚園光組 （年長組 ）の

を放 り投げる ので、皆 さん

時か ら行くの ？」「行 って 致し ますので ご希望の 方は
どん な事をす るの？」 「お お電 話下さい 。

（ 0739） 47-0105
（ 0739） 47-4329

ＴＥＬ
ＦＡＸ

元気 でお過ご しくださ い」
と皆 さんと握 手。大感 激の

皆さ んが”花 の日の訪 問”

この 棒でそれ をキャッ チし
て下 さい」

ひと ときでし た。

デイサービスセンター愛の園

に来 てくれま した。大 きな
声で 挨拶した 後は、小 さな

〒 649-2103
和歌山県西牟婁郡上富田町
生馬３１６－５６
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