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4月の層きξε
　　2日…お花見（GH合同）
3日、5日…お花見（元亀の里）
2日～7日・一お花見（通所・丘の家）

6日～7日一・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）
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せいひ会のお花見

◆元亀の里
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◆通所
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今年のせいひ会のrお花見」の様子です。元亀
の里はr四本堂公園」、通所・丘の家はr生長
の家」、グループホームはr中山公園」、風和
の里はr西海橋」といずれも桜の名所を中心に
出かけてきました。今年は暖冬の影響で開花も
早いと思われていましたが、意外とそうではな
く、入学式頃まで咲いていましたね。待ち焦が
れていた春の陽気に、皆さんの笑顔が印象的で
す。残念ながら、　r満開の桜」というタイミン
グを逃した班もありましたが、桜の花以外で菜
の花やチューリップも色鮮やかに出迎えてくれ
ました。

◆グループホーム
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子供の頃に、なんとなく照れくさくて上
手く言えなかったこと…　伝えてみま
せんか？5月12日までに、メッセージ
をお送り下さい、母の日にお渡しいたし
ます。

～～諟�ﾛ険負担限度額認定の
　　　　　有効期限のお知らせ～～

元亀の里、風和の里、ショートステイ
をご利用の方で、食費・居住費の減額
（介護保険負担限度額認定）を受けら

れている方の有効期限が6月末となっ
ております。通知がきたら、各自、速
やかに手続きをお済ませください。新
規申請につきましては、各施設の担当
までお問合わせ下さい。

せいひ会年初式・入社式

中山公園の花文字

中山公園の斜面に植えられたrつつじ」
が今年も地元中山郷のr中山」という文
字を浮かび上がらせました。緑に白い文
字のあとは、赤いrつつじ」が鮮やかに
浮かび上がりました。元亀の里のほとん
どの居室からこの花文字は見ることがで
きます。

すぐ近くですので、ご家族でこの時期は
お散歩などいかがですか？

社会福祉法人せいひ会の年
初式、入社式が法人の役
員、職員、新入職員が参加

して、4月1日に風和の里
の地域交流スペースで行わ
れました。

お願い

4月23日
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毎年4月の下句から元亀の里中庭に泳
ぐこいのぼり。

年々、数が少なくなり（破けたり、劣
化、色あせて便えなくなってしまい）
今年は3匹だけになってしまいまし
た。ご家庭にしまいこんだrこいのぼ
り」がありましたら、ぜひ元亀の里で
泳がせてくださいませんか？よろしく』
お願し、し、たし鳳　　　　寅
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グループホームでは、中山公園
までお散歩を兼ねてrお花見」
に行きました。ちょうど地元の
方ノマがゲートボールをされてお

り、参加させていただき、大変
楽しい時間を過ごすことができ
ました。ゲートボールの皆様あ
りがとうございました。
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◆風和の里

風が強く、肌寒い目が続い
ていましたが、西海橋へお
花見に行ってきました。
満開の桜に皆さん寒さも忘
れて楽しまれました。

持って行ったrおから」と
温かいお茶を美味しくいた
だき、楽しいひと時を過ご
してきました。

数あるお花見の写真の中か
らベストショットを選び、

掲載してみました。下の2
枚がその写真です。春の日
差しと桜の花、そして温か
なお二人の表情が印象的で
す。
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元亀の里

4月1日生
福田シメ様

4月9日生
平内重吉様

4月15日生　　4月19日生
若浦末廣様　　小幡一郎様

4月29日生
吉元ツヤ子様

お誕生二』』、こ二』ひます

通所

4月24日生
楠本徳見様

通所誕生会の様子です。

年度始めの4月生まれの
方は学年の長兄、長姉と

なられるため…　。な
るほどお二人とも面倒見
が良い？はずですね（納
得）rこれからも、いろ
んな面で引っ張って下さ
い」とは通所担当職員H
さんからでした。

4月17日生
檀浦リエ様
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感染対策委員会が行って
いる新人職員への研修会
の様子です。インフル工　茗
ンザやノロウイルス、0　、一
一157といった感染症　　在

に対する基本知識、予防
対策を周知徹底させるた
めの取り組みです。これ
から暖かくなり、食中毒
の季節もやってきます。
手洗い、うがいの仕方、
消毒薬の作り方まで実際
行ってみるとなかなか出　　　、
来そうでできないもの
で、こうした研修会を定
期的に実施することで予
防に努めています。　　　L
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　4月9日生
　前田澄子様

今年も西彼町白崎の妙経寺
で行われたr花祭り」に
行ってきました。r花祭
り」とは4月8日のお釈迦
様の誕生日をお祝いする日
です。

r花祭り」では草花で飾ら

謝講縷膿螺
の中に釈迦像が安置されま　賊
す。参拝人は釈迦像の頭か　L、
ら甘茶を3回かけてお参り
します。

利用者の方からの質問で
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いつもまわりのみんなを楽し
い気分にさせてくれる前田さ
ん。　r近いうちに誕生者の写
真撮影しますよ。」とお声か
けすると、r早めに言って
ね、セメントで塗り固めんば
けん。」

まわりは大爆笑でした。
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GH爽月

4月18日生
石本シズエ様

風和の．里

4月16日生
古賀勝美様
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4月21日生
谷川エツ様

一生懸命にむいているの
は、rつわ」ではなく、
rふき」です。職員も一緒
に教えてもらいながらむい
てみました。この日の夕食
でさっそく調理してもら
い、美味しくいただきまし
た。

施設の周りは、まだまだ自
然がいっぱいで、いろんな
ものが手に入ります。教わ
る事もまだまだ沢山ありそ
うです。これからも、よろ
しくお願いします。

4月24日消防訓練を行いました。
今年度最初の訓練です。基本をしっ
かり身につけることは、職場以外の
場所でも、いざという時に役立っも
のです。今回、実際に119番通報を
何人かの職員に経験してもらいまし
た。緊張して消防署からの問いかけ
に思うように答えられなかったりも
しましたが、こうした経験を積むこ
とで、緊急時に落ち着いて行動でき
るようにしています。
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4月30日生
井上．；・さえ様
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散歩中に見つけたrよもぎ」を
摘んで帰りました。
さて、何ができるのかな？
まず、　rよもぎ」を湯がいて刻

みます。続いて団子粉に水を加
え硬さを調整しながらお正月の
鏡もちと混ぜていきます。これ
を蒸し、　rよもぎ」を加えて混
ぜながらついていきます。最後
にきな粉をまぶしてrよもぎも
ち」のできあがり。どうです
か？おいしそうでしょう。

「いくらやろうか？」と
は、お賽銭のことですか？
それとも黄金に輝くお釈迦
様…　　？。
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せいひ会職員の中でも人気者
の川添君が4月15日に結婚
しました。利用者の皆さんか
ら当日たくさんのお祝いの
メッセージをいただき、とっ
ても感動していました。どん
なお嫁さんだろうという皆さ
んのリクエストにお答えし
て、写真を掲載してみまし
た。これからも仕事に家庭に
がんばって下さい。

5月の行静定藤
5日…菖蒲湯（各事業所）

12日…誕生会（元亀の里、通所）
13日…母の日（各事業所）
29日…消防総合訓練（風和の里）




