








　秋の風を感じるこの季節、寒暖の差が激しいこの頃ですが 体調はいかがでしょうか？
体調に気を付けて、秋からの旬の食材を存分に堪能しましょう！　今から楽しみですね～。
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8月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

敬老敬老敬老敬老のののの日 日 日 日 イベントイベントイベントイベント週間週間週間週間 　　　　　　19日～24日は利用者様方に感謝と祝福の意をこめた一週間にしたいと思います。　お楽しみに！

園芸園芸園芸園芸クラブクラブクラブクラブ　　　　　　　　6666日日日日 　　　　　　園芸クラブ 皆様ご協力ありがとうございました！また野菜作りにチャレンジしたいと思います！

あさがおあさがおあさがおあさがお ９９９９月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

外食外食外食外食ツアーツアーツアーツアー　　　　23232323日日日日 　　　　　　今月も外食ツアーへの準備真っ最中です！　皆様ぜひご参加下さい！

イベントイベントイベントイベント食食食食　 　 　 　 26262626日日日日 　　　　　　 今回のイベント食はイタリアンバイキングです！　パスタやピザなど準備中です！　お楽しみに！

※次回のイベント食は10/14になります。

　食べられる虫の中でも有名なのが「「「「いなごいなごいなごいなご」」」」です。　いなごは漢字で「「「「稲子稲子稲子稲子」」」」と書くだけあって水田や湿田で稲刈り

時期に多く見られ、かつては一般家庭でも調理していました。　形は非常にグロテスクですが、食べてみれば海老

のような食感です。甘露煮や佃煮がおなじみですが、イナゴの粉末を味噌と混ぜ「「「「いなごいなごいなごいなご味噌味噌味噌味噌」」」」とする地方もある

そうです。　生体重の64％がタンパク質でカルシウムを多く、健康食品としてもお薦めです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年　　　　９９９９月月月月
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※※※※あさがおあさがおあさがおあさがお通信通信通信通信のののの配布配布配布配布、、、、掲示掲示掲示掲示にににに関関関関しししし、、、、掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている全全全全てのごてのごてのごてのご利用利用利用利用のののの同意同意同意同意をををを得得得得ておりますておりますておりますております。。。。



　「　「　「　「秋深秋深秋深秋深しししし隣隣隣隣はははは何何何何をするをするをするをする人人人人ぞぞぞぞ」」」」と芭蕉の句にもある様に、静かな秋の夜長を楽しめる時季になりました。

そんな中、「秋の味覚」の代表とも呼ばれる秋刀魚(サンマ)。　皆さん、なぜ「秋刀魚」と書くのか

ご存じでしょうか？　それは秋に旬を迎えよく獲れることと、細い柳葉形で銀色に輝くその魚体が

刀を連想させることにあり「秋に獲れる刀のような形をした魚」との含意があるのだそうです。
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カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー作作作作りりりり、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん真剣真剣真剣真剣ですですですです！！！！

音楽音楽音楽音楽をををを通通通通じじじじ、、、、むかしむかしむかしむかし楽楽楽楽しんだしんだしんだしんだ

今月今月今月今月よりよりよりより音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろばをををを

担当担当担当担当してしてしてして頂頂頂頂きますきますきますきます林先生林先生林先生林先生のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介。。。。

皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで作作作作ったったったった夏夏夏夏のののの壁画壁画壁画壁画。。。。記念記念記念記念のののの一枚一枚一枚一枚♪

運動会運動会運動会運動会 スポーツの秋です！　今年も運動会を開催したいと思います。　職員も参加か！？

イベントイベントイベントイベント食食食食 なんと次回は中華バイキング！　ただいま準備中。　お楽しみに！

音楽音楽音楽音楽のののの広場広場広場広場 上記に紹介してます、林先生による音楽のひろば。　今回が初の試みになるのでご期待下さい。

外食外食外食外食ツアーツアーツアーツアー 今月も外食ツアー開催致します！　土曜日の利用者様、是非ご参加下さい！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年　　　　１０１０１０１０月月月月

あさがおあさがおあさがおあさがお １０１０１０１０月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

おっきいナスだなおっきいナスだなおっきいナスだなおっきいナスだな～～～～

音楽音楽音楽音楽をををを通通通通じじじじ、、、、むかしむかしむかしむかし楽楽楽楽しんだしんだしんだしんだ

懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい歌歌歌歌をををを歌歌歌歌いながらいながらいながらいながら

元気元気元気元気とととと青春青春青春青春をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！
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脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

24/3124/3124/3124/31 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929
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介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

とんでんとんでんとんでんとんでん外食外食外食外食ツアーツアーツアーツアー脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用の同意を得ております。



 「 「 「 「露寒露寒露寒露寒のこののこののこののこの淋淋淋淋しさのゆゑしさのゆゑしさのゆゑしさのゆゑ知知知知らずらずらずらず」」」」原因が思い当たらない淋しさを感じる季節、皆様どうお過ごしでしょうか。

１１月のイベント食に出る 「「「「ラーメンラーメンラーメンラーメン」」」」 　なぜラーメンと言うか、少し調べてみました。

そもそもラーメンは 老麺老麺老麺老麺((((ラオミェンラオミェンラオミェンラオミェン)))) と書くそうで、寝かせた発酵生地の事だそうです。

それが日本各地に広まって訛り、ラーメンとなったそうで 「「「「中華中華中華中華そばそばそばそば」 」 」 」 と同じ意味だそうです。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお
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埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県さいたまさいたまさいたまさいたま市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎3385-1
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１０１０１０１０月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

ああああ～～～～んんんん！！！！

職員職員職員職員もももも必死必死必死必死ですですですです！！！！運動会運動会運動会運動会でのでのでのでの一一一一コマコマコマコマ。。。。パンパンパンパン食食食食いいいい競争中競争中競争中競争中！！！！
エイエイエイエイエイエイエイエイ、、、、オーオーオーオー！！！！！！！！

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 　  今月はなんとラーメンとラーメンとラーメンとラーメンと焼焼焼焼きききき餃子餃子餃子餃子！ とんこつと醤油、好きなスープを選べます。

音音音音 楽楽楽楽 のののの ひひひひ ろろろろ ばばばば 　　今月の音楽のひろばでは、どんな歌を歌うのでしょうか。お楽しみに！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年　　　　１１１１１１１１月月月月
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222 3333 4444 5555

あさがおあさがおあさがおあさがお １１１１１１１１月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

仲良仲良仲良仲良しししし２２２２人人人人をパシャリをパシャリをパシャリをパシャリ♪♪♪♪ やりましたやりましたやりましたやりました！！！！

1111 2222 3333 4444 5555
午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　 　　　 　　　 　　　 イベントイベントイベントイベント食食食食 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム
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脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用の同意を得ております。



　冬将軍も顔を出し、本年も押し詰まってまいりましたが 皆様どうお過ごしでしょうか。

今月もイベントイベントイベントイベント食食食食はもちろん、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会など楽しみ満載でお送りしたいと思います！

ところで冬は大忙しのサンタクロースサンタクロースサンタクロースサンタクロース、夏は何をしているか知っていますか？？

正解は、世界中の子供たちに送るプレゼントの相談業務を行なっているんですって。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

平成平成平成平成 ２３２３２３２３年年年年 １２１２１２１２月月月月 第第第第２９２９２９２９号号号号
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１１１１１１１１月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

とてもとてもとてもとても一体感一体感一体感一体感がありますがありますがありますがあります。。。。

麻雀麻雀麻雀麻雀もももも盛盛盛盛りりりり上上上上がっていますがっていますがっていますがっています♪♪♪♪

国士無双国士無双国士無双国士無双！！！！
☆☆☆☆イベントイベントイベントイベント食食食食、、、、ラーメンでのラーメンでのラーメンでのラーメンでの一一一一コマコマコマコマ☆☆☆☆

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 　  今回はクリスマスパーティーメニュークリスマスパーティーメニュークリスマスパーティーメニュークリスマスパーティーメニュー。 デザートにケーキケーキケーキケーキなど盛り沢山！ 乞うご期待！

音音音音 楽楽楽楽 のののの ひひひひ ろろろろ ばばばば 　　前回はとても一体感がある一時でした。今回はいかに？お楽しみに！

クククク リリリリ スススス ママママ スススス 会会会会 　　焼きそばやたこ焼を作ったり、職員の寸劇だったりとクリスマスらしい！？一週間になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年　　　　１２１２１２１２月月月月
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222 3333

あさがおあさがおあさがおあさがお １２１２１２１２月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

量量量量がががが多多多多くてくてくてくて良良良良いねいねいねいね～～～～

1111 2222 3333
午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

5555 6666 7777 8888 9999 10101010

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424
　　　　・・・・通常通常通常通常のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム

　　　 　　　 　　　 　　　 イベントイベントイベントイベント食食食食
　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア

～　～　～　～　クククク　　　　　　　　リリリリ　　　　　　　　スススス　　　　　　　　ママママ　　　　　　　　スススス　　　　　　　　会会会会　～　～　～　～

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用の同意を得ております。



　新年 明けまして おめでとうございます。　皆様におかれましてはつつがなく新しい年を

お迎えのこととお慶び申し上げます。　今月はイベント食、お茶会や音楽のひろばなど

盛りだくさんでお送りしたいと思います。　今年も皆様が楽しめ、良い思い出を作れる

よう職員一同、お待ちしていますので宜しくお願いします！

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

平成平成平成平成 ２４２４２４２４年年年年 １１１１月月月月 第第第第３０３０３０３０号号号号

〒〒〒〒336-0974

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県さいたまさいたまさいたまさいたま市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎3385-1

℡℡℡℡048-878-7188 Fax 048-878-7166
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１２１２１２１２月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム
音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば♪♪♪♪☆☆☆☆クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会☆☆☆☆

ピースピースピースピース！！！！

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 　  今回はアツアツおでん！　だいこん、はんぺん、色々な具材を召し上がれ！

音音音音 楽楽楽楽 のののの ひひひひ ろろろろ ばばばば 　　今年もやります！　数ある名曲達を大きな声で唄いましょう。

おおおお 茶茶茶茶 会会会会 　　茶布の甘みと、抹茶の苦みのハーモニーを是非ご堪能ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年　　　　１１１１月月月月
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

2222 3333 4444 5555 6666 7777

あさがおあさがおあさがおあさがお １１１１月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

皆皆皆皆さんとてもさんとてもさんとてもさんとても楽楽楽楽しそうでしたしそうでしたしそうでしたしそうでした♪♪♪♪
ジュジュジュジュ～～～～ジュジュジュジュ～～～～♪♪♪♪

2222 3333 4444 5555 6666 7777
午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828
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脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム
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音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

～　～　～　～　おおおお茶会茶会茶会茶会　～　～　～　～

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用の同意を得ております。



　立春もほど近いのに、いつまで続く寒さでしょうか。　先日は雪も降りましたね。

二月は如月如月如月如月（きさらぎ）と言いますが、なぜ如月如月如月如月と言うのかご存知でしょうか？

由来は寒寒寒寒いのでいのでいのでいので着物着物着物着物をもっとをもっとをもっとをもっと着着着着るるるることから、「衣更着衣更着衣更着衣更着（きさらぎ）」とする説があるそうです。

まだ寒い日が続きますので、風邪を引かぬよう日頃から暖かくし あさがおへご来所下さい。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお
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〒〒〒〒336-0974

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県さいたまさいたまさいたまさいたま市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎市緑区大崎3385-1

℡℡℡℡048-878-7188 Fax 048-878-7166

http://une-fleur.or.jp

～～～～ １１１１月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム ～～～～

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば♪♪♪♪

落語落語落語落語のボランティアがのボランティアがのボランティアがのボランティアが来来来来てててて面白面白面白面白いいいい話話話話のののの真真真真っっっっ最中最中最中最中♪♪♪♪

☆☆☆☆紋付袴紋付袴紋付袴紋付袴でででで来所来所来所来所してしてしてして下下下下さいましたさいましたさいましたさいました☆☆☆☆

うまいうまいうまいうまい！！！！

おおおお茶会茶会茶会茶会、、、、イベントイベントイベントイベント食食食食でのでのでのでの一一一一コマコマコマコマ。。。。

おいしそうだねぇおいしそうだねぇおいしそうだねぇおいしそうだねぇ♪♪♪♪

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 　  14日はバレンタインと言う事で、好きな果物をチョコに付けて召し上がれ！

音音音音 楽楽楽楽 のののの ひひひひ ろろろろ ばばばば 　　名曲達の裏話も好評なこの時間、是非おたのしみ下さい。

豆豆豆豆 まままま きききき 　　利用者様も参加して頂くイベントです！ 紙芝居など盛りだくさん。鬼も出ますよ～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年　　　　２２２２月月月月
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222 3333 4444

あさがおあさがおあさがおあさがお ２２２２月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

おいしそうだねぇおいしそうだねぇおいしそうだねぇおいしそうだねぇ♪♪♪♪

1111 2222 3333 4444
午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング
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　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム
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豆豆豆豆　　　　まままま　　　　きききき

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム
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脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用の同意を得ております。



　三月三日は桃の木の下で、お酒を飲んだり草餅を食べたりと野外行事があったようです。

ひな祭りに飾られるひな段には、きまってひし餅が飾られています。

ひし餅は桃の花(桃色)、白酒(白色)、草餅(緑色)の色を使って作られているそうです。

春が近づいて来ましたが、まだまだ寒い日が続きますので体調に気をつけて過ごしましょう。

介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設 あさがおあさがおあさがおあさがお
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～～～～ ２２２２月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム ～～～～

手工芸手工芸手工芸手工芸でのでのでのでの一一一一コマコマコマコマ。。。。

壁画壁画壁画壁画やストローをやストローをやストローをやストローを使使使使ったったったった

ネックレスをネックレスをネックレスをネックレスを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

☆☆☆☆豆豆豆豆まきでのまきでのまきでのまきでの１１１１シーンシーンシーンシーン☆☆☆☆
上手上手上手上手くできましたくできましたくできましたくできました♪♪♪♪

いただきまいただきまいただきまいただきま～～～～すすすす♪♪♪♪

鬼鬼鬼鬼はははは～～～～外外外外！！！！

イイイイ ベベベベ ンンンン トトトト 食食食食 　　今月のイベント食はなんと海鮮丼！　好きな具材を乗せて召し上がり下さい。

音音音音 楽楽楽楽 のののの ひひひひ ろろろろ ばばばば 　　沢山の名曲とそのエピソード。職員も｢へぇ～｣と言ってしまうこの時間、お楽しみに！

傾傾傾傾聴聴聴聴ボボボボララララ ンンンンテテテテ ィィィィ アアアア 　　色々な話を聞いたり話したり、思わぬ共通点で話が盛り上がるかも！？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年　　　　３３３３月月月月
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222 3333

あさがおあさがおあさがおあさがお ３３３３月月月月のイベントのイベントのイベントのイベント

イベントイベントイベントイベント食食食食でのおでんでのおでんでのおでんでのおでん。。。。美味美味美味美味しそうしそうしそうしそう♪♪♪♪節分節分節分節分のののの日日日日にはにはにはには薄薄薄薄くしたくしたくしたくした卵卵卵卵でででで巻巻巻巻いたいたいたいた恵方巻恵方巻恵方巻恵方巻がががが出出出出ましたましたましたました。。。。

1111 2222 3333
午前午前午前午前

午後午後午後午後 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

5555 6666 7777 8888 9999 10101010
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　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717

　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム 　　　　・・・・手工芸手工芸手工芸手工芸　　　　　　　　・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム

　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424
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　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング 　　　　・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム 脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

イベントイベントイベントイベント食食食食
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脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム

脳脳脳脳のののの活性化活性化活性化活性化プログラムプログラムプログラムプログラム
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※あさがお通信の配布、掲示に関し、掲載されている全てのご利用の同意を得ております。


