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3月の馳ξε毬
3日…ひなまつり（各事業所）

10日・一誕生会（元亀の里、通所）

27日…消防総合訓練（元亀の里）

お知らせ

下記市町村の国民健康保険証
の有効期限は平成19年3月
31日迄です。
長崎市、佐世保市、諌早市、
大村市、川棚町
新しい健康保険証は、元亀の
里・風和の里それぞれの事務
所まで早めにお預け下さい。
また、インフルエンザがまだ
まだ流行している様子です。
体調がすぐれない方、治りか
けの方など面会自粛のご協力

をお願いいたします。

元亀の里消防総合訓練

3月27日利用者、来苑のご家
族にも協力していただき、消防
総合訓練を行いました。あいに
くの天気で外への避難はできま
せんでしたが、指定された避難
場所へ事故もなく避難すること
ができました。落ち着いて行動
できるようになるためには、繰
り返し訓練を行うことが重要で
す。せいひ会の職員をはじめ、
利用者の皆さんも、こうした訓
練の積み重ねで、緊急時に備え
ています。
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ひな祭りの日のおやつ

いつも美味しい食事を提供してい
ただいている富士産業さん。この
日のおやつを尋ねると、r三色蒸
しパン」で、rひな壇の菱餅をイ
メージして三色の色合いで仕上げ
てみました。」とのこと。さっそ
く厨房にお邪魔するとご覧のよう
な蒸しパンが出来上がっていまし
た。どうです？おいしそうでしょ
う！！この蒸しパンがより「ひな
祭り」らしい雰囲気を演出してく
れました。利用者の皆さんにも大
好評でした。

開花宣言！！

　　　　　　　　　　　　　　　　払3月20日、気象庁は東京の桜の
開花宣言をしました。時を同じ
くして元亀の里の中庭にある1　謡
本の桜の木もご覧のように桜の　踊・一
花が咲きました。もちろん6輪以
上咲いてましたよ。長崎は25日
が開花予想と言うことですが、　　…
元亀の里ではもちろんこの目が
r開花宣言」です。4月の初め、
お花見も予定しています。いよ
いよ春ですね。施設のまわりの
花々もいっせいに咲き始めまし　一，
た。
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せいひ会のひな祭り

◆元亀の里のひな祭り

職員による大正琴の音色で始
まった元亀の里のひなまつり。
この目の為に、練習を重ねてき
たその成果は？みんなで大正琴
に合わせてr楽しいひなまつ
り」を唄いました。そのあと、
こんな質問が…　　。歌詞の中
にr赤いお顔の右大臣」とあり
ますが、ひな壇のどの人がr赤
いお顔の右大臣」でしょう？？
みなさん判りますか？正解は、
下の左の写真の人です。でも右
大臣なのになぜか左側に座って
います。それは…　　。なんと
すいません、単純に飾りつけを
した職員が何も知らずに飾って
しまっていたみたいです。1つ
勉強になりました。

◆GHのひな祭り

ひな祭りは女性のお祭りです。

GHでは利用者のためにネイル
サロンをひらきました。GHの
三人娘が、その色気を振りまき
ながら？？お化粧と爪のお手入
れをさせていただきました。最
初は皆さん、はずかしがられて
いましたが、慣れてくると真剣
に鏡をのぞき込まれていまし
た。いくつになっても女性はお
しゃれ好きなんですね。そんな
中で女性職員のチャイナ服姿に
鼻の下をのばしていたのは、男
性の利用者の方だけでなく、職
員も…　。いくつになっても
男性は…　　ですね？

◆通所のひな祭り

通所ではまずケーキを作りまし
た。クリームを泡立てているの
は職員の草住さん。泡が思うよ
うに立たずに苦戦中。トッピン
グのいちごと白桃、おいしそう
でしょ？他にもチョコレートな
どを用意しました。みんなでワ
イワイ言いながら作る過程が楽
しいですね。こうして、それぞ
れの感性で飾り付けされた手作
りケーキが出来上がりました。

どうですか？美味しそうで
しょ！！みんなで美味しくいた
だきました。ケーキを食べたあ
とは、大正琴の伴奏に合わせ
て、　r楽しいひなまつり」を合
唱しました。こんな行事なら毎
日でもいいねなんて言葉が聞か
れた楽しいひな祭りでした。

◆風和の里のひな祭り

各ユニットでそれぞれ思考を
凝らしたrひな祭り」を楽し
みました。ひな人形ももちろ
ん手作りです。　（写真のひな

人形は、西ユニットの利用者
と職員が一緒に作りました）
北ユニットではr職員がひな
祭りにちなんだ踊りを披
露」、西ユニットではrひな
人形のボトルを使った輪投げ
大会」、南ユニットではrみ
んなで桜もちを作りました。
もちろん花より団子です。」
この日はご家族の皆さんも一
緒に楽しんでいただきまし
た。



3月2日生
林　ハツ様

3月16日生
土井シズ様

3月27日生
中島キクエ様

3月5日生
山中チル様

3月17日生
佐々幸子様

3月30日生
立木チョウ様

◆元亀の里・リハビリ室

元亀の里リハビリ室に新しく
入った理学療法士を紹介いた
します。名前を神崎耕輔とい
います。どうです？rよか
男」でしょう…　。落ち着
いてクールな感じで、歳は
3？歳です。もう少し慣れて
くるともっと楽しい性格をご
理解いただけると思います。
是非リパビリ室まで足を運ん
でいただき、その素顔をどう
ぞご覧下さい。

3月14日生
高松恵美子様

3月25日生
吉村マッセ様

通所

3月21日生
岸下キナ様

3月5日生
川ロカメ様

3月15日生
川上源一郎様

　3月18日生　　　3月25日生
山崎作右衛門様大久保セツ子様

3月31日生
松本文枝様

3月15日生
荒瀬マサコ様

3月28日生
小幡タミ様

”

3月15日生
谷ロサト様

3月25日生
戸島イネ様

お誕生二』』1㍑ごぎいます

◆高菜漬け

元亀の里

メイドイン元亀の里の高菜漬
けが順調に出来上がりつつあ
ります。一度漬け込んだ高菜
を取り出しご覧のように少し
ずつ腰を入れて塩もみしてま
た戻します。手間はかかりま
すがその分美味しく仕上がり
ます。最近ではスーパーに何
でも並んでますので、自宅で
漬けている人も少なくなって
きました。いつ頃食卓に添え
られるかな？楽しみです。

丘の家

3月28日生
太田テル様
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3月14日生
竹野タメ様
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3月26日生
松本鶴市様

3月18日生　　　　3月31日生
矢崎タマ子様　　　藤井マサエ様

GH翠風
グループホームの皆さんが
植えたrたまねぎ」が春の

　日差しを浴びてスクスクと
育っています。4月になる

　と収穫できそうです。r新
たまねぎ」を使って何を作
ろうかな？？収穫の様子は
またお伝えします。

風和の里
一

　3月1日生
田申サワエ様

3月24日生
岩崎和子様

GH爽月
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3月11日生
河島房子様

3月24日生
城野正行様
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3月24日生
寺田ムマ子様
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風和の里では毎週r俳句の会」を
開いております。毎回テーマをか
かげ、頭をひねり、素晴らしく
ユーモアたっぷりな句が詠まれて
います。別名r頭のリパビリ」と
して回を重ねるたびに、参加者も
増えております。皆さんものぞい
てみませんか？作品は廊下に展示
してあります。

「俳句の会」に続いてはr押し花
の会」もはじまったようです。ご
覧のように春の花を押し花にしょ
うと手探りではありますが、いろ
いろ試しながら作ってみました。
作品ができましたらまたご覧いた
だこうと思っています。上手くい
くコッなどご存知でしたら教えて
下さい。

3月31日生
鈴田ユキエ様

冬の寒い間焚かれていた囲炉
裏の炭も、仕事納めの日が近
づいてきました。利用者の皆
さんの手のひらともしばしお
別れです。

右下の写真はある日の
おやつの桜餅です。美
味しそうでしょう。も
ちろん手作りです。
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◆てんとう虫のはなし

　いよいよ春ですね。色とりどりの花が咲き舌しれ、いろんな
　虫たちも忙しそうです。そんな中てんとう虫を見つけまし
　た。てんとう虫といえば、皆さんは何を思い浮かべます
　か？結婚式も多くなるこの季節rてんとう虫のサンバ」で
　しょうか。ではrてんとう虫がサンバを踊るのを見たこと
　がありますか？」なんとサンバを踊るのだそうです。もち
　ろんきちんとしたリズムに合わせてという訳ではありませ
　んが、繁殖期に交尾の様子がサンバを踊っているように見
　えることからrてんとう虫のサンバ」といわれるように
謄よう辞せを運ぶ虫として知られるようになりま痴

4月の桐曝定書撫
　　2日…お花見（GH合同）
3日、5日…お花見（元亀の里）
2日～7日…お花見（通所・丘の家）
6日～7日…お花見（風和の里）
　　8日…花祭り（丘の家）
　　14日…誕生会（元亀の里、通所）
　　24日…消防総合訓練（GH翠風）


