デイサービスセンター愛の園

いらっしゃい

九 月十六日 、敬老の 日を

九 月二十八 日には白 浜を 前に して岩田 幼稚園の 愛組

”お 出かけモ ード”に 突入
です 。

ドラ イブして 新庄の「 海鮮 さん たちが敬 老訪問に 来て
せん べい」ま でお出か け。 くれ ました。 歌のプレ ゼン

さん 大感激。 「一人家 に連

れて 帰りたい よ・・・ 」確
かに そうです ねぇ。
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今 月もまた 熊野高校 看護
科の 学生さん 達が現場 研修

に来 てくれま した。緊 張し

て現 場に挑む 学生さん 達に
「頑 張ってな ぁ」と温 かい

励ま しのお言 葉。本当 にあ
りが とうござ います。
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愛 の園の玄 関前に立 派な
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◎ 空きあり ます
○ 残りわず か☆

花畑

花畑 が出来ま した。実 は岡
の中 村さんを 中心に、 ボラ

金 曜日
土 曜日

（ｃ）

赤木まで ご相談下 さい

寿司 、どうで す豪華絢 爛で を造 って下さ ったんで す。 送迎 について は小椋・

いま す。」ま た、この 日の ンテ ィアの方 々が何日 もか
昼食 は恒例の 豪華海鮮 散し けて 、キレイ な花の散 歩道

十月 六日には ポカポカ 陽気 トの 後に一人 ひとり小 さな
の中 を新庄公 園へお散 歩に 手で 握手をし てもらっ て皆
出掛 けてきま した。今 年は

創立記念日

来ま した。こ の気候に なる ゆっ くりと楽 しい時間 を過
とデ イサービ スもちょ っと ごす 事が出来 ました。

過ご しやすい 時期にな って もに 良い天候 に恵まれ て、

台風 の影響も あって豪 雨の
今 年も厳し い夏が終 り、 日も 続きまし たが、両 日と

行楽日和
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抽選 会。ゲー ムとビン ゴ大

夏祭り
八 月二十七 日、
恒例 の
「デ
会が 開催され 、今年の 暑さ
も吹 き飛ぶ一 日となり まし
たで しょうか 。

イサ ービス夏 祭り」が 開催
され ました。

会 場内はタ コ焼きの ソー
スと 綿あめの 甘い香り に包
まれ 、賑やか な空気が 漂い
ます 。今回は ボランテ ィア
の方 も加わっ て皆さん ご自
身で 綿あめを 作って頂 くイ
ベン トも開催 「生まれ て初

下さ い。

しょ う。ちな みにおや つも 愛の 園にお越 しの際に は是
プリ ンパフェ 、皆さん 堪能 非こ の散歩道 を覗いて みて
して 頂けまし たか。

「キリストの愛を以って
互いに仕える」

めて や」とお っかなび っく

後 半は恒例 のプレゼ ント
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り。 でもみん なキレイ に綿
あめ が出来て ましたよ 。

毎 年九月三 十日は神 愛会
の創 立記念日 です。今 年は
創立 四十四周 年の記念 日を
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迎え ました。
本 年度もデ イサービ スか
ら四 名のスタ ッフが永 年勤
続の 表彰を受 ける事と なり
まし た。「お めでとう ござ
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