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クラフト、ゲーム、プレゼント。各事業所でクリスマスの雰囲気を楽しみました。通所リ
ハビリの利用者様は、ヘチマに色を塗って、サンタや雪だるまを作りました。通所介護で
は、紙コップでたくさんのクリスマスツリーを作りました。今年は、グループホームのク
リスマスツリーが一番きれいに飾り付けされていたように思います。2021年、皆さんあり
がとうございました。2022年、新しい年も元気に楽しく健康に過ごしたいですね。

１２月の行事
３日
７日
２２日
２４日
２５日

調理教室

１月の行事予定
１～３日

（元亀）
（通介）

誕生会
ゆず湯
（通介）
クリスマス会 （ＧＨ）
クリスマス会 （通介/寿限無/風和）
-1－

１０日
１１日

正月遊び （ＧＨ・通介）
初詣
（風和）
誕生会
（通介）
鏡開き
（ＧＨ）

通所介護
山口エイ様

通所介護
志田タモ様

丘の家
林田ハツヨ様

丘の家
間敏夫様

元亀の里
平井キサ様

元亀の里
横道富治様

元亀の里
山田フミ子様

元亀の里
久野明美様

元亀の里
岳野芳江様

寿限無
松尾輝男様

寿限無
久保達子様

寿限無
地蔵堂ヨネ様

風和の里
喜浦スミエ様

風和の里
朝長幸枝様

グループホーム
榊サチヨ様

バ スデ インタビ

元亀の里
松尾キエ様

お誕生日を迎えて、「歳を取るばかりで嬉しくない。
（笑）まだまだ長生きしたいから元気でいたい。」と話
される松尾キエ様。かつては農家を営み、お米や野菜、
みかんを作られていました。特ににみかんはその功績を
認められて賞状を頂いた事も有るそうです。好きな食べ
物は赤飯で毎月１日昼食に出るのが楽しみですと話され
ていました。趣味は編み物で子ども達の服を編むのが好
きでした。今は「子ども達のいるところまで行って会い
たいという思いでリハビリを頑張っています。」との事
でした。「子ども達には身体に気をつけて働いてほし
い。会えるのを楽しみに待っていると伝えたい。」と話
されていました。
＊背景は通所リハビリで作ったポインセチアです。
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新年のごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
コロナ禍の中で、元気に新しい年を迎えることが
出来ましたことに感謝しております。
「昭和は遠くなりにけり」終戦後の昭和から平成、
令和と騒がしく、せわしない世の中で「団塊」生
まれは、常に時間におわれ先を急ぐ日々を過ごし
てきたように思います。
「働く」ことに喜びと価値を見出していた昭和の
日本、そして団塊世代。しかし今の時代、働く最
大の目的は物質的な豊かさを得ることであり、
「仕事」とは自分の時間を提供し報酬を得る手段
に変わったような気がします。
昭和生まれが、生涯現役であるために、楽して多
くのお金をもらうのではなく、一人の労働者では
なく、「働く」ことに生きがいを求め、「働く」
ことで心を豊かにして、自分の思い描いた人生を
生きる「働き方」をしたいと思います。
令和４年が素晴らしい年になりますように。
社会福祉法人せいひ会
理事長 吉野サト子
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寅

新年あけましておめで
とうございます。
今年も新型コロナウイルスの
影響が多岐に渡り続くことが予
想されますが、皆様のお力添えが出
来るよう、引き続き医療サービスの向
上と丁寧な診療に努めてまいりま
す。本年もどうぞよろしくお願い
新年あけましておめでとう
致します。
ございます。旧年中はコロナ禍
せいひ中央クリニック
にも関わらず、多大なるご支援を
賜り誠にありがとうございました。職
員一同、ご利用者に寄り添い、心のこも
ったケアの提供に努める所存です。本年は寅
年、私自身年男です。勇猛果敢、何事にも
勢いよく突き進んでまいりますので、
新年あけましておめでと
どうぞよろしくお願い申し上げま
うございます。
す。
今年は「壬虎（みずのえと
寿限無施設長 横瀬新太郎
ら）」の寅年。「壬」は厳冬や沈滞
を意味し、「寅」は春の発芽や成長を
意味するそうです。

寅
寅

院長

本田元人

寅
寅

コロナで沈んだ冬の日々から、春のように
はつらつと動き出す年にしたいもので
す。本年もどうぞよろしくお願いい
たします。

新年あけましておめでと
うございます。昨年は、介護
報酬改定、新介護システム導
入、組織改編など、目まぐるしく過
事務統括部長 貞松浩司
ぎた一年でした。今年は、気持ちを新
たに、色んな事にトライしていきたいと思
います。トラ年だけに(笑)本年も在宅介護
支援事業部（居宅・丘の家・HS元亀・
GHせいひ）一同よろしくお願い致し
謹んで新年の御挨拶を申し
ます。
上げます。
在宅介護支援事業部長
旧年中は、新型コロナウイルス感
森圭介
染症の拡大に伴い、面会制限や入所時
検査等に御協力賜り厚く御礼申し上げま
す。風和の里は今後も感染予防に努めて参り
ます。新型コロナウイルス感染症の終息を
願うとともに皆様の御健康と御多幸を
お祈り申し上げます。本年もよろ
しく御願い致します。
風和の里施設長 吉野公崇
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風和 の里 南 ユニ ッ ト
共 同作 品

通 所介 護 共 同 作 品

LIFE
is
a work
of

風 和 の 里西 ユニ ッ ト
共 同作 品

ART

風和 の里 北 ユ ニ ッ ト
共 同作 品

今⽉の作品紹介です。

松 江 恵 美子 様

放 課 後 デ ィサ ービ ス
利 用 者作 品

職
員
紹
介
宮司梨衣
荒 瀬美 智子 様
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グ ルー プ ホー ム 共 同 作 品

私は寿限無で介護職員として働かせていた
だいています。現在、入社して５年目にな
ります。今年は東京オリンピックを入居者
様と一緒にテレビの前で応援し、たくさん
の笑顔を見ることができ、楽しい思い出の
ひとつとなりました。来年も少しでも多く
の笑顔を見ることができるよう日々精進し
てまいりたいと思います。

１２月３日、通所リハビリの畑で獲
れた大根とさつま芋で、なますと蒸
かし芋を作りました。「芋ほりして
蒸かして食べて、懐かしいなぁ」と
話す間様。大根と人参の千切りが上
手だと褒められ照れる朝長様。調理
教室は大変好評でした。

１２月２３日寿限無でクレープ作りをし
ました。バナナで生クリームをトッピン
グ。クリスマスケーキの代わりにバナナ
クレープを頂きました。あったかくて美
味しいと皆さんに喜ばれたようです。
クリスマスが過ぎる
と、もう年越し。元
亀の里の玄関には、
鏡餅が飾られ、２０
２２年を迎える準備
ができました。

１２月２２日、通所介護のお風呂に良い香り
が漂っていました。「これはなんね？」と最
初は不思議に思う利用者もいらっしゃった様
子。「冬至にちなんで柚子湯です。」と説明。
「こりゃ、気持ちのよかね。」とゆっくりと
入った頂きました。

ずっこ ろ ば し

せいひ会の職員が思うがままをリレー式に綴るコー
ナー。今月は風和の里の山田健二さんです。

皆さんには夢中になれる趣味はあります
か？私はモータースポーツ観戦が趣味で
す。特にモータースポーツの最高峰と言わ
れるスーパーGTが好きでコロナ禍以前は鈴
鹿サーキット、富士スピードウェイ、オー
トポリス等に観戦に出かけていました。ス
ーパーGTの魅力は日本が誇るトップドライ
バーや海外で活躍したドライバー、外国人
の若手ドライバーが日本での活動の場を求
めて参戦したりと様々です。使用される車
両は日本車の高価な車から普段街中で見か
ける車や輸入車、スーパーカー等です。そ
してレースの主役はもちろんドライバーで
すが、そのドライバーを支えるチームの役
割も重要になります。

いくら上手なドライバーを連れてきても、
車がまともに走らなければ勝てません。1台
の車を走らせるのに色々な人（職種）が関
わります。タイヤを開発する人、チームを
まとめる監督、タイヤ交換やドライバー交
代をサポートするメカニック、車を最適に
走らせるエンジニア全ての力が揃わないと
勝てません。（他にもその日の天気、気温
にも左右されます）ちょっとマニアックす
ぎましたが、このようにドライバー以外も
私は注目しています。話しは長くなりまし
たが、皆さんも夢中になれるものを探して
みてはいかがでしょうか。コロナ禍が明け
たら再びサーキットへ行こうと思います。
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