
　新年度または新学期の時期です。桜が咲き始め過ごしやすい時期になりました。

４月は卯月卯月卯月卯月と呼ばれていますが色々な説の由来があるそうです。

十二支の４番目が卯であることから「卯月卯月卯月卯月」とする説や、卯の花が咲く月から
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「卯卯卯卯のののの花月花月花月花月（（（（うのはなづきうのはなづきうのはなづきうのはなづき））））」を略したものなど様々な説があるそうです。

ｖ

腕腕腕腕をををを使使使使ったったったった体操体操体操体操やセラバンドをやセラバンドをやセラバンドをやセラバンドを使用使用使用使用したしたしたした体操体操体操体操でのでのでのでの一一一一コマコマコマコマ★★★★

３３３３月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

桜桜桜桜のののの前前前前でででで

ハイハイハイハイ、、、、チーズチーズチーズチーズ！！！！！！！！

               

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 ４４４４日日日日 １８１８１８１８日日日日
色色色色々々々々なななな利用者様利用者様利用者様利用者様とととと沢山沢山沢山沢山のののの話題話題話題話題でででで盛盛盛盛りりりり上上上上がるがるがるがる時間時間時間時間、、、、

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２２２２２２２２日日日日 ２３２３２３２３日日日日
新年度新年度新年度新年度のこののこののこののこの月月月月。。。。誕生日誕生日誕生日誕生日のののの利用者様利用者様利用者様利用者様をおをおをおをお祝祝祝祝いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます★★★★

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １７１７１７１７日日日日
体体体体がががが温温温温まりやすいまりやすいまりやすいまりやすい時期時期時期時期になりましたになりましたになりましたになりました。。。。歌歌歌歌とととと体操体操体操体操でででで心心心心とととと体体体体をリフレッシュしましょうをリフレッシュしましょうをリフレッシュしましょうをリフレッシュしましょう！！！！

<選択食選択食選択食選択食についてについてについてについて>

選択食が４月から始まります♪

来所持、２２２２種類種類種類種類のののの主菜主菜主菜主菜よりよりよりより

一一一一つつつつ選選選選んでんでんでんで頂頂頂頂きききき昼食昼食昼食昼食にににに提供提供提供提供致します。

<今後今後今後今後のイベントのイベントのイベントのイベント>

今年も皆さんといちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりりへ

行きたいと予定を立てています。

６月に予定していますので

詳しい日程など随時お知らせします

ので宜しくお願いします。色色色色々々々々なななな利用者様利用者様利用者様利用者様とととと沢山沢山沢山沢山のののの話題話題話題話題でででで盛盛盛盛りりりり上上上上がるがるがるがる時間時間時間時間、、、、

ぜひぜひぜひぜひ話話話話してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください★★★★
ので宜しくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　柏餅といえば５５５５月月月月５５５５日日日日の端午端午端午端午のののの節句節句節句節句に、ちまきと共に供えられる餅菓子です。

この柏柏柏柏〈〈〈〈かしわかしわかしわかしわ〉〉〉〉とはとはとはとは炊葉炊葉炊葉炊葉〈〈〈〈かしぎばかしぎばかしぎばかしぎば〉〉〉〉というというというという植物植物植物植物のののの葉葉葉葉の総称が転じた名前で

柏〈かしわ〉と変化しました。この点から柏餅は古くからある食べ物の一つだそうです。
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これから気候の変化が激しくなります。体調に気を付けましょう。

毎月恒例毎月恒例毎月恒例毎月恒例のののの音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

４４４４月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

               

※※※※今後今後今後今後のののの予定予定予定予定

いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりり ６６６６月月月月 ４４４４日日日日 ５５５５日日日日 ７７７７日日日日

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２１２１２１２１日日日日(火火火火) ２２２２２２２２日日日日(水水水水)
誕生日月の方の写真を撮りプレゼントさせて頂いています。

職員皆、祝わせて頂いている素敵な時間です。

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １７１７１７１７日日日日(金金金金)
開催の度、皆様の歌声が大きくなっていている

気がするこの時間。お楽しみに！

<いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩り・り・り・り・買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー>

今年もどちらか一つを

選んで頂きます。

詳細につきましては随時お知らせします。

宜しくお願いします。

<今後今後今後今後のイベントのイベントのイベントのイベント>

７月に買い物ツアーを予定しています。

100円ショップや衣料品が揃った

お店へいきますのでお楽しみに！
いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりり ６６６６月月月月 ４４４４日日日日 ５５５５日日日日 ７７７７日日日日
ついに来ましたこの季節！買い物ツアーといちご狩り。

皆様どちらへ行きますか？ ※自由参加になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　６月は梅雨の季節ですね。水無月(みなづき)とも呼ばれています。

水の月、田に水を引く必要のある月の意味があるようです。

　梅雨の時期は、カビの発生や食中毒を起こしやすい時期です。
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手洗いや体調管理に十分、お気をつけください。

５５５５月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

２１２１２１２１日日日日(金金金金) ２２２２２２２２日日日日(土土土土) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

１９１９１９１９日日日日(水水水水) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば

               

<買買買買いいいい物物物物ツアーへツアーへツアーへツアーへ行行行行かれるかれるかれるかれる方方方方>

７月に予定しています。

細かい日程等、決まり次第

お知らせしますので宜しくお願いします。

場所場所場所場所：：：：東浦和東浦和東浦和東浦和サミットサミットサミットサミット(コルモピアコルモピアコルモピアコルモピア)

衣料品や雑貨、100円ショップなど

色々な物がそろったお店です。

あさがおから車で１５分程度の場所に

ありますので参加される皆様

いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりり

４４４４日日日日(火火火火) ５５５５日日日日(水水水水) ７７７７日日日日(金金金金)    8日日日日( 土土土土)

１１１１１１１１日日日日(火火火火) １２１２１２１２日日日日(水水水水) １４１４１４１４日日日日(金金金金) １５１５１５１５日日日日(土土土土)

当初の予定より沢山の利用者様が

参加される事になり、 急遽日程を増やさせて頂きました。

参加される利用者様によっては、

利用日の変更等お願いすることが

ありますのでご協力お願いします。ありますので参加される皆様

お楽しみに！
ありますのでご協力お願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　夏の土用の丑の日にウナギを食べる習慣があるのはとても有名ですね。幕末の学者、

平賀源内が夏場に売れないウナギをどうした良いかウナギ屋に相談されたそうです。

そこで源内は｢本日土用丑の日！｣「今日ウナギを食べると体に良いよ！」と
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民衆に宣伝しそれが大繁盛のきっかけになり今に至るそうです。

６６６６月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

               

買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー
２２２２日日日日(火火火火) ４４４４日日日日(水水水水) ５５５５日日日日(金金金金)  

８８８８日日日日( 土土土土) １１１１１１１１日日日日(火火火火)

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ・・・・・・・・・・・・ ２０２０２０２０日日日日(土土土土) ２２２２２２２２日日日日(月月月月)

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ・・・・・・・・・・・・ １９１９１９１９日日日日(金金金金)

あさがおあさがおあさがおあさがお納涼祭納涼祭納涼祭納涼祭はははは８８８８月月月月４４４４日日日日になりますになりますになりますになります★★★★

通所通所通所通所リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの利用者様利用者様利用者様利用者様もももも

参加参加参加参加おおおお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　子供たちが夏休みの真っ只中、夏の暑さはピークを迎えています。

なにかと話題にあがる｢熱中症｣を予防するには幾つかポイントがあるそうです。

日陰を歩いたり、帽子をかぶる。電解質の高いスポーツドリンクを飲むこと

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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も良いそうです。体調に気を付け暑い季節を乗り切りましょう。

７７７７月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

               

ネイルクラブネイルクラブネイルクラブネイルクラブ ・・・・・・・・・・・・ １５１５１５１５日日日日(木木木木)

園芸園芸園芸園芸クラブクラブクラブクラブ ・・・・・・・・・・・・ １６１６１６１６日日日日(金金金金)

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ・・・・・・・・・・・・ ２８２８２８２８日日日日(水水水水) ２９２９２９２９日日日日(木木木木)

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ・・・・・・・・・・・・ ２０２０２０２０日日日日(金金金金)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　夏から秋へと季節がうつろう月が９月になります。２３日の秋分の日を境に長かった

昼が短くなり、夜が少しずつ長くなっていきます。そして暑さがしつこく残る時期、

「残暑」という言葉がピッタリの時期です。一年で最も月が美しいとされている

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 ２５２５２５２５年年年年 ９９９９月月月月 第第第第５０５０５０５０号号号号
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「仲秋の名月」もこの時期になります。

８８８８月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

切切切切りがいがあるわりがいがあるわりがいがあるわりがいがあるわ♪♪♪♪

               
ネイルクラブネイルクラブネイルクラブネイルクラブ ・・・・・・・・・・・・ １６１６１６１６日日日日(月月月月)

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ・・・・・・・・・・・・ ２８２８２８２８日日日日(土土土土) ３０３０３０３０日日日日(月月月月)

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ・・・・・・・・・・・・ ２０２０２０２０日日日日(金金金金)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　衣替えが行われ、だんだんと秋が深まる月です。「「「「スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの秋秋秋秋」「」「」「」「行楽行楽行楽行楽のののの秋秋秋秋」」」」

「「「「芸術芸術芸術芸術のののの秋秋秋秋」「」「」「」「食欲食欲食欲食欲のののの秋秋秋秋」「」「」「」「読書読書読書読書のののの秋秋秋秋」「」「」「」「睡眠睡眠睡眠睡眠のののの秋秋秋秋」など秋に関する言葉はたくさんあり、

何をするにも快適な季節です。皆様の秋はどんな秋でしょうか。

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 ２５２５２５２５年年年年 １０１０１０１０月月月月 第第第第５１５１５１５１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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あさがおの通リハでは運動会レクもあり、盛りあがる月になりそうです。

９９９９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というというというという事事事事でででで、、、、

デイケアをデイケアをデイケアをデイケアを利用利用利用利用されているされているされているされている

喜寿喜寿喜寿喜寿からからからから白寿白寿白寿白寿までのまでのまでのまでの計計計計26名名名名

のののの利用者様利用者様利用者様利用者様をおをおをおをお祝祝祝祝いしましたいしましたいしましたいしました。。。。

               

運動会運動会運動会運動会 ・・・・・・・・・・・・８８８８（（（（火火火火）））） ９９９９（（（（水水水水）））） １０１０１０１０（（（（木木木木）））） １２１２１２１２（（（（土土土土））））

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ・・・・・・・・・・・・ ２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火）））） ３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ・・・・・・・・・・・・ １６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



 晩秋の候、日だまりの暖かさが心地よい季節になってきました。

11月と言えば七五三です。子供の成長を祝う行事ですが、なぜ毎年

11月15日に行うのでしょうか・・・一説によると七五三の、７と５と３を

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 ２５２５２５２５年年年年 11111111月月月月 第第第第５２５２５２５２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
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足すと１５。なので１５日に行うそうです。真実はどうなのでしょうか・・！？

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

今年今年今年今年はははは、、、、定番定番定番定番のののの玉入玉入玉入玉入れれれれからからからから

飴玉拾飴玉拾飴玉拾飴玉拾いいいい、、、、パンパンパンパン食食食食いいいい競争競争競争競争とととと

沢山沢山沢山沢山のののの種目種目種目種目をををを利用者様利用者様利用者様利用者様とととと行行行行ってってってって

盛上盛上盛上盛上がりましたがりましたがりましたがりました!!

今年今年今年今年もももも赤組赤組赤組赤組、、、、白組白組白組白組、、、、黄組黄組黄組黄組でででで分分分分かれてかれてかれてかれて競競競競いましたいましたいましたいました!!

               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 ・・・・・・・・・・・・７７７７（（（（木木木木）））） ２１２１２１２１（（（（木木木木））））

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ・・・・・・・・・・・・ ２６２６２６２６日日日日（（（（火火火火）））） ２７２７２７２７日日日日（（（（水水水水））））

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ・・・・・・・・・・・・ １５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　もう１２月ですね。日本では師走、英語ではDecemberと言いますが、これは実は１０月を

意味するそうです。なぜ２ヶ月、月がずれてしまっているのか・・これは皇帝ジュリアスという人が、

自分の名にちなんで、July(７月)を入れてしまった事と、後の皇帝ウグストスという人もAugust(８月)

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 ２５２５２５２５年年年年 １２１２１２１２月月月月 第第第第５３５３５３５３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
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を挟みこんでしまったためズレが生じてしまったそうです。

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

イベントイベントイベントイベント食食食食ではではではでは

寿司寿司寿司寿司バイキングバイキングバイキングバイキングをしましたをしましたをしましたをしました♪♪♪♪

まぐろまぐろまぐろまぐろ、、、、鮭鮭鮭鮭などなどなどなど色色色色々々々々なネタをなネタをなネタをなネタを用意用意用意用意しししし

召召召召しししし上上上上がってがってがってがって頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

午後午後午後午後ははははパターゴルフパターゴルフパターゴルフパターゴルフのレクやのレクやのレクやのレクや介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操をををを行行行行っていますっていますっていますっています!

               

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ・・・・・・・・・・・・ １９１９１９１９日日日日（（（（火火火火）））） ２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ・・・・・・・・・・・・ １８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会 ・・・・・・・・・・・・ ２３２３２３２３日日日日（（（（水水水水）））） ２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水）））） ２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））

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 ・・・・・・・・・・・・５５５５（（（（木木木木）））） １９１９１９１９（（（（木木木木））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。今年は午午午午((((うまうまうまうま))))年年年年です。午と言えば馬馬馬馬、

驚く事に、馬馬馬馬・・・・牛牛牛牛・・・・象象象象などはなどはなどはなどは、、、、道路交通法道路交通法道路交通法道路交通法ではではではでは自転車自転車自転車自転車とととと同同同同じじじじ軽車両軽車両軽車両軽車両にににに分類分類分類分類されるそうです。

自転車と同じ扱いになるので交通ルールを守れば公道で馬に乗れるそうです。

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

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 ２６２６２６２６年年年年 １１１１月月月月 第第第第５４５４５４５４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
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もちろん、速く走れるからといって高速道路高速道路高速道路高速道路への乗り入れはNGNGNGNGです。

12月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

近所近所近所近所のののの保育園保育園保育園保育園からからからから、、、、

子供達子供達子供達子供達がががが頑張頑張頑張頑張ってってってって練習練習練習練習したしたしたした、、、、

和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓やややや鍵盤鍵盤鍵盤鍵盤ハーモニカをハーモニカをハーモニカをハーモニカを

披露披露披露披露しにしにしにしに来来来来てくれましたてくれましたてくれましたてくれました♪♪♪♪

職員職員職員職員のののの合唱合唱合唱合唱やややや、、、、のりまろののりまろののりまろののりまろの漫談漫談漫談漫談でででで会場会場会場会場はははは大盛大盛大盛大盛りりりり上上上上がりがりがりがり！！！！！！！！

               

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 １１１１ ６６６６日日日日（（（（木木木木））））

披露披露披露披露しにしにしにしに来来来来てくれましたてくれましたてくれましたてくれました♪♪♪♪

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２５２５２５２５日日日日（（（（土土土土）））） ２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））

おおおお茶会茶会茶会茶会 ７７７７日日日日（（（（火火火火）））） ８８８８日日日日（（（（水水水水）））） ９９９９日日日日（（（（木木木木））））

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 １１１１ ６６６６日日日日（（（（木木木木））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　２月と言えば節分ですね。節分節分節分節分は季節季節季節季節をををを分分分分けるというけるというけるというけるという意味意味意味意味もあり、実は春夏秋冬の季節の始まりは

日本では昔から立春が一年の始まりとされていたので、この日が一番良い日とされていたため

全て節分なんだそうです。つまり１１１１年年年年にににに４４４４回回回回、、、、立春立春立春立春・・・・立夏立夏立夏立夏・・・・立秋立秋立秋立秋・・・・立冬立冬立冬立冬のののの前前前前のののの日日日日がががが節分節分節分節分のののの日日日日となるとなるとなるとなるそうです。

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

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 ２６２６２６２６年年年年 ２２２２月月月月 第第第第５５５５５５５５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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行事として今も残ったと言われているそうです。豆の食べ過ぎにはご注意を！！

1月月月月のアルバムのアルバムのアルバムのアルバム

１１１１月月月月３３３３日日日日(金金金金））））にににに

１１１１月月月月７７７７日日日日(火火火火））））８８８８日日日日(水水水水））））９９９９日日日日(木木木木））））

におにおにおにお茶会茶会茶会茶会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました！！！！

みなさんごみなさんごみなさんごみなさんご自分自分自分自分のののの““““茶巾絞茶巾絞茶巾絞茶巾絞りりりり””””

をををを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。大大大大きなきなきなきな茶巾絞茶巾絞茶巾絞茶巾絞りりりり

をををを抹茶抹茶抹茶抹茶とととと一緒一緒一緒一緒においしくいただにおいしくいただにおいしくいただにおいしくいただ

きましたきましたきましたきました。。。。

１１１１月月月月３３３３日日日日(金金金金））））にににに

新春新春新春新春かるたかるたかるたかるた大会大会大会大会をををを

i開催開催開催開催しましたしましたしましたしました！！！！

大好評大好評大好評大好評！！！！

午後午後午後午後のののの音楽音楽音楽音楽レクですレクですレクですレクです！！！！

               

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 ６６６６日日日日（（（（木木木木）））） ２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木）））） ２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば ２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））

午後午後午後午後のののの音楽音楽音楽音楽レクですレクですレクですレクです！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。



　　２月の８日と１４日は記録的な大雪に見舞われました。８日は東京では４５年ぶりの大雪とのこと

でしたが、１４日に降り出した雪は翌日には交通機関が麻痺するほどの大雪でした。

『雪は豊年の端（しるし）』という言葉があるそうです。これは「雪がたくさん降ることは、その年は豊作

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 ２６２６２６２６年年年年 ３３３３月月月月 第第第第５６５６５６５６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
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になる前兆だ」と言う意味だそうです。雪には苦労しましたが、豊作の良い年になるといいですね！

２月８日のあさがおの様子で

す。見る見るうちに雪が積もり

ました。

雪の中、ご利用いただいた皆様、

ありがとうございました。

又、１５日は、大雪の影響で急遽、デイは中止となり

大変ご迷惑をお掛け致しました。

２月３日に豆まきをしま

した。

社員が鬼に扮して豆ま

きをし、お昼には太巻き

もでましたよ！

よくよくよくよく降降降降るねーるねーるねーるねー

鬼鬼鬼鬼はははは～～～～外外外外～！～！～！～！

大変ご迷惑をお掛け致しました。

壁画を作りました。梅の花は花びらを一枚

ずつ張り合わせて作っていただきました。写

真では分かりにくいかも知れませんが、

２月２０日、２１日に行った誕

生会の様子です。

２月は２１名もの皆さんがお

誕生日を迎えられました！

おめでとうございます！！

おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

               

真では分かりにくいかも知れませんが、

メジロが３羽止まっています。

『動物合唱団』を作りました。

元が白い軍手とは思えない、

かわいらしい動物合唱団が

完成しました！ お楽しみに！！

ウサギにしようかなウサギにしようかなウサギにしようかなウサギにしようかな～～～～

音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば １９１９１９１９日日日日((((水水水水））））
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 　　　　６６６６日日日日((((木木木木))))    ２０２０２０２０日日日日((((木木木木））））

春春春春のののの音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭 　　　　７７７７日日日日((((金金金金)))) 　 　 　 　８８８８日日日日((((土土土土))))    １２１２１２１２日日日日((((水水水水））））

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２６２６２６２６日日日日((((水水水水))))    ２８２８２８２８日日日日((((金金金金））））

どれも表情豊かなで、素敵な作品に

なりました。

お楽しみに！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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者様の同意を得ております。


