
日本最古の書物である古事記の中で、木花開耶姫（このはなさくやひめ）という女神が、富士の頂上から

花の種をまいて咲かせたというエピソードがあり、さくやが転じてサクラとなったという説があるそうですよ。

　徐々に暖かな日が増え、過ごしやすい季節になってきました。この時期はやはり桜の開花が楽しみですね。

桜はバラ科に属する植物だそうです。ご存知でしたか？サクラという言葉の語源はいくつかあるようですが、
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楽楽楽楽しまれていましたしまれていましたしまれていましたしまれていました！！！！

３３３３月月月月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））））にににに

スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの歌歌歌歌やややや演奏演奏演奏演奏などなどなどなど、、、、みなさんみなさんみなさんみなさん

““““春春春春のののの音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭２０１４２０１４２０１４２０１４””””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！！！！

３３３３月月月月３３３３日日日日はははは““““ひなひなひなひな祭祭祭祭りりりり””””！！！！

２２２２月月月月２０２０２０２０日日日日からからからから３３３３月月月月４４４４日日日日までまでまでまで

雛人形雛人形雛人形雛人形をををを飾飾飾飾りましたりましたりましたりました！！！！

三三三三つつつつ編編編編みにしたみにしたみにしたみにした布布布布をををを

巻巻巻巻いていていていて作作作作りましたりましたりましたりました！！！！

男性男性男性男性スタッフによるコーラススタッフによるコーラススタッフによるコーラススタッフによるコーラス隊隊隊隊

ピアノピアノピアノピアノ演奏演奏演奏演奏にうっとりにうっとりにうっとりにうっとり

全員全員全員全員でででで うめぼしのうたうめぼしのうたうめぼしのうたうめぼしのうた体操体操体操体操！！！！
コントにコントにコントにコントに大爆笑大爆笑大爆笑大爆笑！！！！

とはとはとはとは思思思思えないようなえないようなえないようなえないような、、、、

ガムテープでガムテープでガムテープでガムテープで出来出来出来出来ているているているている　　　　

               

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((((金金金金））））
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((((木木木木) ) ) ) １７１７１７１７日日日日((((木木木木））））
誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 ２２２２２２２２日日日日((((火火火火) ) ) ) ２５２５２５２５日日日日((((金金金金））））２月より入社致しました。

明るく楽しい施設スタッフ

の一員として頑張ってい

４月から正社員となります。

新社会人ですので、ご迷

惑を掛ける事もあると思

今後、このコーナーでは、
スタッフ紹介や、お知らせなど
掲載していきます！

制作期間：３月１０日～２２日制作期間：２月１７日～３月１日

巻巻巻巻いていていていて作作作作りましたりましたりましたりました！！！！

ぜひぜひぜひぜひ、、、、ごごごご自宅自宅自宅自宅でででで使使使使ってってってって

くださいくださいくださいください！！！！ できましたよできましたよできましたよできましたよ！！！！

とはとはとはとは思思思思えないようなえないようなえないようなえないような、、、、

かわいらしいバッグがかわいらしいバッグがかわいらしいバッグがかわいらしいバッグが

の一員として頑張ってい

きます。

惑を掛ける事もあると思

いますが、早く一人前にな

れるように頑張ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。



  いつの間にか、日中は汗ばむような季節となりました。６月と言えば、衣替えですね。衣替えは平安時代から

宮中で行われていた行事が起源だそうです。しかし、昔は6月ではなく旧暦4月1日に行われ、装束だけではなく、

家具や室内の飾りつけも一斉に改めたそうです。  まだまだ朝晩は冷え込む日もあると思われます。

上手に衣類の調節をして、体調を崩さないように気をつけてくださいね！

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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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

いちご狩り 誕 生 会

音楽のひろば

いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアにボランティアにボランティアにボランティアに来来来来てててて

５５５５月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、

今月今月今月今月はははは、、、、１７１７１７１７名名名名がおがおがおがお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを

５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日((((火火火火)))),,,,１９１９１９１９日日日日((((月月月月))))にににに

誕生会誕生会誕生会誕生会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））にににに行行行行ったったったった

““““音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば””””ですですですです。。。。

今回今回今回今回もももも林先生林先生林先生林先生とととと一緒一緒一緒一緒にににに

色色色色々々々々なななな歌歌歌歌をををを歌歌歌歌いましたいましたいましたいました！！！！

２７２７２７２７日日日日((((火火火火))))にににに参加希望者参加希望者参加希望者参加希望者でででで、、、、いちごいちごいちごいちご

２０２０２０２０日日日日((((火火火火)))),,,,２１２１２１２１日日日日((((水水水水)))),,,,２３２３２３２３日日日日((((金金金金)))),,,,

５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日((((火火火火)))),,,,１６１６１６１６日日日日((((金金金金)))),,,,１７１７１７１７日日日日((((土土土土)))),,,,

制作期間：４月７日～１９日

壁画作壁画作壁画作壁画作りりりり あさがおあさがおあさがおあさがおのののの色紙色紙色紙色紙
手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

スタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルーム

制作期間：４月２１日～５月３日

朝顔朝顔朝顔朝顔のののの花花花花やややや葉葉葉葉などのなどのなどのなどの形形形形にににに切切切切ったったったった

フェルトをフェルトをフェルトをフェルトを、、、、色紙色紙色紙色紙にににに貼貼貼貼ってってってって作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

完成完成完成完成したしたしたした作品作品作品作品はははは、、、、通所通所通所通所リハビリのリハビリのリハビリのリハビリの

フロアにフロアにフロアにフロアに展示展示展示展示していますしていますしていますしています！！！！

傾聴ボランティア
いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。

作作作作りましたりましたりましたりました。。。。今回今回今回今回はははは初夏初夏初夏初夏のイメージのイメージのイメージのイメージ

でででで、、、、おおおお茶摘茶摘茶摘茶摘をテーマにしましたをテーマにしましたをテーマにしましたをテーマにしました。。。。

手工芸参加手工芸参加手工芸参加手工芸参加のみなさんでのみなさんでのみなさんでのみなさんで壁画壁画壁画壁画をををを

今月今月今月今月はははは、、、、１７１７１７１７名名名名がおがおがおがお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを

迎迎迎迎えられましたえられましたえられましたえられました。。。。

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

２７２７２７２７日日日日((((火火火火))))にににに参加希望者参加希望者参加希望者参加希望者でででで、、、、いちごいちごいちごいちご

狩狩狩狩りにりにりにりに行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました！！！！美味美味美味美味しい しい しい しい 

いちご をいちご をいちご をいちご を沢山食沢山食沢山食沢山食べてきましたべてきましたべてきましたべてきました！！！！

               今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント

今月今月今月今月はははは

リハビリのリハビリのリハビリのリハビリの様子様子様子様子をををを

ごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします！！！！ 高温多湿高温多湿高温多湿高温多湿のためのためのためのため食中毒食中毒食中毒食中毒が が が が 

くださいくださいくださいください。。。。

梅雨時期梅雨時期梅雨時期梅雨時期からからからから夏夏夏夏にかけてはにかけてはにかけてはにかけては、、、、

多多多多くくくく発生発生発生発生しますのでしますのでしますのでしますので、、、、ごごごご注意注意注意注意

買買買買いいいい物物物物ツアーのおツアーのおツアーのおツアーのお知知知知らせらせらせらせ
＜＜＜＜日日日日　　　　程程程程＞　＞　＞　＞　６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水）、）、）、）、１２１２１２１２日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、１６１６１６１６日日日日（（（（月月月月）、）、）、）、１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））

＜＜＜＜時時時時　　　　間間間間＞　＞　＞　＞　午後午後午後午後からからからから

＜＜＜＜料料料料　　　　金金金金＞　＞　＞　＞　自己管理自己管理自己管理自己管理でおでおでおでお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。　。　。　。　

リハビリスタッフがリハビリスタッフがリハビリスタッフがリハビリスタッフが、、、、一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり

のののの状態状態状態状態にににに合合合合わせてわせてわせてわせて計画計画計画計画をををを立立立立てててて、、、、

リハビリをリハビリをリハビリをリハビリ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。。。。

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））））

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

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

　　　　５５５５日日日日((((木木木木))))    、、、、１９１９１９１９日日日日((((木木木木））））

　　　　７７７７日日日日((((土土土土))))    、、、、１３１３１３１３日日日日((((金金金金））））

＜＜＜＜料料料料　　　　金金金金＞　＞　＞　＞　自己管理自己管理自己管理自己管理でおでおでおでお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。　。　。　。　

　　　　※※※※買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー参加日参加日参加日参加日のリハビリとのリハビリとのリハビリとのリハビリと入浴入浴入浴入浴はははは、、、、通常通通常通通常通通常通りりりり行行行行いますいますいますいます。。。。

　　　　※※※※参加参加参加参加はははは申申申申しししし込込込込まれたまれたまれたまれた方方方方のみとなりますのみとなりますのみとなりますのみとなります。。。。    参加日参加日参加日参加日はははは後日後日後日後日おおおお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。



朝顔市とほうずき市。どちらも夏の風物詩ですね。

朝顔の別名は『牽牛花（けんぎゅうか）』。牽牛とは彦星のことで、七夕の頃に市が沢山立ちます。

入谷の鬼子母神の市が有名ですね。一方、ほおずきは、雷除けやお盆の盆花に使われます。

歴史ある浅草寺のほおずき市でお参りすると、なんと『四万六千日』分も御参りした事になるそうですよ！

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 あさがおあさがおあさがおあさがお通信通信通信通信
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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

買い物ツアー

誕 生 会 音楽のひろば

１７１７１７１７日日日日((((火火火火))))にイオンモールにイオンモールにイオンモールにイオンモール美園美園美園美園へへへへ

““““おおおお買買買買いいいい物物物物ツアーツアーツアーツアー””””にににに行行行行ってってってって来来来来ましたましたましたました。。。。

限限限限られたられたられたられた時間時間時間時間でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、みなさんみなさんみなさんみなさん

６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日((((水水水水))))，，，，１２１２１２１２日日日日((((木木木木))))，，，，１６１６１６１６日日日日((((月月月月))))，，，，

頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。今回今回今回今回もももも沢山沢山沢山沢山

６６６６月月月月５５５５日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアにボランティアにボランティアにボランティアに来来来来てててて

６６６６月月月月７７７７日日日日((((土土土土))))，，，，１３１３１３１３日日日日((((金金金金))))にににに

誕生会誕生会誕生会誕生会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

今月今月今月今月はははは１４１４１４１４名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えられましたえられましたえられましたえられました。。。。

６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））にににに林先生林先生林先生林先生にににに

来来来来てててて頂頂頂頂きききき、、、、行行行行ったったったった

““““音楽音楽音楽音楽のひろばのひろばのひろばのひろば””””ですですですです。。。。

大大大大きなきなきなきな声声声声でででで沢山歌沢山歌沢山歌沢山歌いいいい

ましたましたましたました。。。。

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

制作期間：６月２日～１４日

エコハットエコハットエコハットエコハット 折折折折りりりり紙紙紙紙・・・・鶴鶴鶴鶴とととと風船風船風船風船

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

制作期間：５月１９日～５月３１日

折折折折りりりり紙紙紙紙・くすだま・くすだま・くすだま・くすだま

限限限限られたられたられたられた時間時間時間時間でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、みなさんみなさんみなさんみなさん

おおおお買買買買いいいい物物物物をををを楽楽楽楽しまれましたしまれましたしまれましたしまれました！！！！
傾聴ボランティア

おおおお話話話話をしてをしてをしてをして、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間をををを

一緒一緒一緒一緒にににに過過過過ごしましたごしましたごしましたごしました！！！！おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えられましたえられましたえられましたえられました。。。。

糸糸糸糸をををを巻巻巻巻いていていていて作作作作りましたりましたりましたりました！！！！

帽子帽子帽子帽子のキーフォルダのキーフォルダのキーフォルダのキーフォルダ――――ですですですです。。。。

台紙台紙台紙台紙にペットボトルのにペットボトルのにペットボトルのにペットボトルの

ふたをふたをふたをふたを貼貼貼貼ったものにったものにったものにったものに、、、、

メタリックヤーンとメタリックヤーンとメタリックヤーンとメタリックヤーンと言言言言うううう

８８８８月月月月のののの納涼祭納涼祭納涼祭納涼祭にににに向向向向けてけてけてけて

手工芸手工芸手工芸手工芸にににに参加参加参加参加されたされたされたされた

皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで、、、、協力協力協力協力してしてしてして

作作作作りましたりましたりましたりました！！！！

               

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント

上田上田上田上田 みずほみずほみずほみずほ

介護介護介護介護スタッフスタッフスタッフスタッフ

育児から抜け出し、５月から
非常勤職員として勤務させて
頂いております。
皆様と笑顔いっぱいで過ごせ
たらと思っております。
よろしくお願いします。

毎日午後毎日午後毎日午後毎日午後１１１１：：：：３０３０３０３０からからからから行行行行っているっているっているっている

介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングのトレーニングのトレーニングのトレーニングの

様子様子様子様子をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします！！！！

椅子体操椅子体操椅子体操椅子体操ではではではでは、、、、棒棒棒棒やややや

ボールをボールをボールをボールを使使使使ったったったった体操体操体操体操もももも

取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。

畳畳畳畳スペースではスペースではスペースではスペースでは

床体操床体操床体操床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。。。。

音楽音楽音楽音楽レクレクレクレク（（（（七夕七夕七夕七夕バージョンバージョンバージョンバージョン））））

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

　　　　７７７７日日日日((((月月月月))))

１２１２１２１２日日日日((((土土土土) ) ) ) 、、、、１４１４１４１４日日日日((((月月月月））））

介護予防介護予防介護予防介護予防トレーニングはトレーニングはトレーニングはトレーニングは１１１１回回回回３０３０３０３０分分分分をををを目安目安目安目安にににに、、、、

毎日毎日毎日毎日２２２２回実施回実施回実施回実施していますしていますしていますしています。。。。おおおお好好好好みにみにみにみに合合合合わせてわせてわせてわせて

自由自由自由自由にににに参加参加参加参加してしてしてして頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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

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））））

１２１２１２１２日日日日((((土土土土) ) ) ) 、、、、１４１４１４１４日日日日((((月月月月））））

　　　　３３３３日日日日((((木木木木) ) ) ) 、、、、１７１７１７１７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。



いよいよ夏も本番を迎えます！暑い時に食べる かき氷はひんやりして美味しいですね。実は、かき氷の歴史は

とても古く、平安時代中期に清少納言により執筆された『枕草子』にも登場しているんです。「とても上品なもの」と

言う意味で「あてなるもの」と書かれていたそうです。

暑い日が続くと冷たいものが欲しくなりますが、摂りすぎは 夏バテにもつながりますので、注意してくださいね！

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 あさがおあさがおあさがおあさがお通信通信通信通信
平成平成平成平成 ２６２６２６２６年年年年 ８８８８月月月月 第第第第61616161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

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

誕 生 会

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

音楽のひろば

傾聴ボランティア

してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。

『『『『夏夏夏夏のののの思思思思いいいい出出出出』』』』などなどなどなど

音楽音楽音楽音楽のひろばですのひろばですのひろばですのひろばです。。。。

夏夏夏夏をテーマにをテーマにをテーマにをテーマに選曲選曲選曲選曲

７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））のののの

１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木））））にににに

７７７７月月月月３３３３日日日日（（（（木木木木））））とととと

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアにボランティアにボランティアにボランティアに

７７７７月月月月７７７７日日日日のののの昼食昼食昼食昼食はははは特別特別特別特別メニューもメニューもメニューもメニューも

でましたでましたでましたでました！！！！

七夕七夕七夕七夕にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、願願願願いいいい事事事事をををを書書書書いたいたいたいた

短冊短冊短冊短冊とととと七夕飾七夕飾七夕飾七夕飾りをりをりをりを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日((((土土土土）、）、）、）、１４１４１４１４日日日日（（（（月月月月））））にににに

誕生会誕生会誕生会誕生会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

今月今月今月今月はははは、、、、１０１０１０１０名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。
　　　　　　　　七夕特別メニュー

制作期間：７月７日～１９日

ちりめんちりめんちりめんちりめん金魚金魚金魚金魚 壁画作壁画作壁画作壁画作りりりり
手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

制作期間：６月１６日～６月２８日

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアにボランティアにボランティアにボランティアに

来来来来てててて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

いましたいましたいましたいました。。。。

丸丸丸丸いいいい色紙色紙色紙色紙にににに、、、、色色色色々々々々なななな

表情表情表情表情のののの金魚金魚金魚金魚ができましたができましたができましたができました。。。。

皆皆皆皆さんさんさんさん金魚金魚金魚金魚だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、

水草水草水草水草やややや水水水水のののの流流流流れもれもれもれも工夫工夫工夫工夫されてされてされてされて

壁画壁画壁画壁画をををを、、、、皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで協力協力協力協力してしてしてして

真夏真夏真夏真夏のののの花火花火花火花火をイメージしたをイメージしたをイメージしたをイメージした

作成作成作成作成しましたしましたしましたしました！！！！

納涼祭納涼祭納涼祭納涼祭をををを目前目前目前目前にしてにしてにしてにして、、、、

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！
　　　　　　　　七夕特別メニュー

・七夕そうめん　・星野コロッケサラダ

・エボとキャベツの塩炒め　・天の川ゼリー

               

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント

園芸園芸園芸園芸クラブでクラブでクラブでクラブで

春春春春にににに植植植植えたえたえたえた

ジャガイモなどをジャガイモなどをジャガイモなどをジャガイモなどを

収穫収穫収穫収穫しましたしましたしましたしました！！！！

熱中症熱中症熱中症熱中症はははは、、、、夏夏夏夏のののの強強強強いいいい日射日射日射日射しししし

するするするする時時時時だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、高温多湿高温多湿高温多湿高温多湿

熱中症熱中症熱中症熱中症にごにごにごにご注意注意注意注意をををを！！！！！！！！

のののの下下下下でででで激激激激しいしいしいしい運動運動運動運動やややや作業作業作業作業をををを

のののの室内室内室内室内でででで過過過過ごしているごしているごしているごしている時時時時にもにもにもにも

室内温度室内温度室内温度室内温度やややや衣類衣類衣類衣類のののの調節調節調節調節とととと、、、、

こまめなこまめなこまめなこまめな水分補給水分補給水分補給水分補給をおをおをおをお願願願願いいいい

しますしますしますします。。。。

みられますみられますみられますみられます。。。。

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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((((水水水水) ) ) ) 、、、、１４１４１４１４日日日日((((木木木木））））

　　　　７７７７日日日日((((木木木木) ) ) ) 、、、、２１２１２１２１日日日日((((木木木木))))今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント 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

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((((水水水水））））

　　　　７７７７日日日日((((木木木木) ) ) ) 、、、、２１２１２１２１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。



秋刀魚は栄養価がとても高く、血液をサラサラにしたり、脳の働きを活発にしたりする効果がると言われています。

秋の味覚と言えば、いろいろなモノが思いつくのではないでしょうか。マツタケ、秋ナス、サツマイモなどなど…。

中でも秋の魚と言えばやっぱり秋刀魚ですね。色も形も刀に似ている事から『秋刀魚』と書くようになったそうです。

夏の疲れが残るこの時期にも「さんまを食べると元気になる」と高い評価を受けているそうですよ！

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 あさがおあさがおあさがおあさがお通信通信通信通信
平成平成平成平成 ２６２６２６２６年年年年 ９９９９月月月月 第第第第６２６２６２６２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

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

誕 生 会

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

音楽のひろば 傾聴ボランティア

今月の歌

今回今回今回今回もももも夏夏夏夏にににに因因因因んだんだんだんだ歌歌歌歌をををを沢山沢山沢山沢山

８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））のののの音楽音楽音楽音楽のひろばですのひろばですのひろばですのひろばです

唄唄唄唄いましたいましたいましたいました。。。。

誕 生 会

8888月月月月７７７７日日日日（（（（木木木木））））とととと２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木））））にににに

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアにボランティアにボランティアにボランティアに来来来来てててて頂頂頂頂きききき

限限限限られたられたられたられた時間時間時間時間ですがですがですがですが、、、、色色色色々々々々なななな

ましたましたましたました。。。。

誕生会誕生会誕生会誕生会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

８８８８月月月月６６６６日日日日（（（（水水水水）、）、）、）、１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））にににに

今月今月今月今月はははは、、、、９９９９名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えられましたえられましたえられましたえられました。。。。

制作期間：８月４日～２３日

絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙 エコクラフトエコクラフトエコクラフトエコクラフト～～～～かごかごかごかご～～～～

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

制作期間：７月２１日～８月２日

・砂山　・夏の思い出　・かなりや　・野ばら　

・琵琶湖周航の曲・ゆりかごの歌　・おかあさん　

・椰子の実　・シューベルトの子守歌

限限限限られたられたられたられた時間時間時間時間ですがですがですがですが、、、、色色色色々々々々なななな

おおおお話話話話ができたようですができたようですができたようですができたようです。。。。
おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

飾飾飾飾れるようにしましたれるようにしましたれるようにしましたれるようにしました！！！！

““““あさがおあさがおあさがおあさがお””””とととと““““ひまわりひまわりひまわりひまわり””””のののの絵絵絵絵をををを

色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆などでなどでなどでなどで塗塗塗塗っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。

同同同同じじじじ絵絵絵絵ですがですがですがですが、、、、完成完成完成完成したしたしたした作品作品作品作品はははは、、、、

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの個性個性個性個性がでていましたよがでていましたよがでていましたよがでていましたよ！！！！

作品作品作品作品はははは台紙台紙台紙台紙にににに貼貼貼貼ってリボンをつけてってリボンをつけてってリボンをつけてってリボンをつけて おおおお花紙花紙花紙花紙でででで作作作作ったおったおったおったお花花花花をををを入入入入れてれてれてれて、、、、

飾飾飾飾りましたりましたりましたりました！！！！

前回前回前回前回、、、、籠作籠作籠作籠作りをりをりをりを経験経験経験経験したのでしたのでしたのでしたので

４４４４月月月月にクラフトテープをにクラフトテープをにクラフトテープをにクラフトテープを使用使用使用使用してしてしてして

皆皆皆皆さんさんさんさん手際手際手際手際がとてもよかったですがとてもよかったですがとてもよかったですがとてもよかったです！！！！

作作作作ったったったった““““籠籠籠籠””””のののの続編続編続編続編ですですですです。。。。

               

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント
誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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((((土土土土) ) ) ) 、、、、１２１２１２１２日日日日((((金金金金））））

　　　　４４４４日日日日((((木木木木) ) ) ) 、、、、１８１８１８１８日日日日((((木木木木))))

しますしますしますします！！！！

行行行行ったったったった納涼祭納涼祭納涼祭納涼祭のののの

８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日))))にににに

様子様子様子様子をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介

フランクフルトなどのフランクフルトなどのフランクフルトなどのフランクフルトなどの屋台屋台屋台屋台やややや

盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり大会大会大会大会などなどなどなど盛盛盛盛りりりり上上上上がりましたがりましたがりましたがりました！！！！

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！

暑暑暑暑いいいい中参加中参加中参加中参加してくださったしてくださったしてくださったしてくださった皆様皆様皆様皆様

今年今年今年今年もスタッフはもスタッフはもスタッフはもスタッフは浴衣浴衣浴衣浴衣やハッピやハッピやハッピやハッピ姿姿姿姿でででで

おおおお迎迎迎迎えしましたえしましたえしましたえしました。。。。またスタッフのまたスタッフのまたスタッフのまたスタッフの家族家族家族家族もももも

ボランティアでボランティアでボランティアでボランティアで参加参加参加参加してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました！！！！

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント 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

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((((水水水水））））

　　　　４４４４日日日日((((木木木木) ) ) ) 、、、、１８１８１８１８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。



「女心と秋の空」とも言うようになったそうです。男女問わず、人の心は変わりやすいということでしょうか・・・。

残暑らしい残暑も無いままに、過ごしやすい秋の気候になりました。秋の天気は変わりやすいのが特徴ですね。これを

変わりやすい人の心になぞらえて、江戸時代には「男心と秋の空」と言っていたそうです。ところが明治・大正の頃からは

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 あさがおあさがおあさがおあさがお通信通信通信通信
平成平成平成平成 ２６２６２６２６年年年年 １０１０１０１０月月月月 第第第第６３６３６３６３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

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
音楽のひろば

傾聴ボランティア

誕 生 会詩吟ボランティア
９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（水水水水））））のののの

音楽音楽音楽音楽のひろばですのひろばですのひろばですのひろばです。。。。

・七つの子 ・峠の我が家

・アロハオエ ・おかあさん ・夢路より

・虫の声 ・故郷の空 　

・ライ麦畑で出逢う時　

　　　　～今月の歌～

・琵琶湖周航の歌 ・旅愁

９９９９月月月月６６６６日日日日((((土土土土）、）、）、）、１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））にににに

今月今月今月今月はははは、、、、１７１７１７１７名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。

誕生会誕生会誕生会誕生会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

8888月月月月29292929日日日日（（（（金金金金））））にににに龍昇朗吟会龍昇朗吟会龍昇朗吟会龍昇朗吟会のののの

のワンシーンですのワンシーンですのワンシーンですのワンシーンです。。。。

皆様皆様皆様皆様がががが、、、、詩吟詩吟詩吟詩吟をををを披露披露披露披露してくださいしてくださいしてくださいしてください

ましたましたましたました。。。。写真写真写真写真はははは““““剣舞剣舞剣舞剣舞　　　　白虎隊白虎隊白虎隊白虎隊””””
傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアにボランティアにボランティアにボランティアに来来来来てててて

９９９９月月月月４４４４日日日日（（（（木木木木））））とととと

１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））にににに

頂頂頂頂きききき、、、、利用者様利用者様利用者様利用者様とととと色色色色々々々々なななな

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

制作期間：９月８日～２０日

桜桜桜桜・・・・四葉四葉四葉四葉のストラップのストラップのストラップのストラップ 壁画作壁画作壁画作壁画作りりりり手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

制作期間：８月２５日～９月６日

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日はははは敬老敬老敬老敬老のののの日日日日ですですですです。。。。あさがおではあさがおではあさがおではあさがおでは敬老敬老敬老敬老のののの日日日日にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、

９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、１５１５１５１５日日日日（（（（月月月月）、）、）、）、１７１７１７１７日日日日((((水水水水）、）、）、）、１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））にににに

ストラップのストラップのストラップのストラップの作成作成作成作成はおはおはおはお好好好好みでみでみでみで『『『『桜桜桜桜』』』』かかかか『『『『四四四四つつつつ葉葉葉葉』』』』

をををを選選選選んでんでんでんで、、、、台紙台紙台紙台紙のののの形形形形にににに切切切切ったったったった厚紙厚紙厚紙厚紙とととと布布布布をををを貼貼貼貼りりりり　　　　

合合合合せてせてせてせて作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

台紙台紙台紙台紙にににに貼貼貼貼りりりり合合合合わせたわせたわせたわせた布布布布はははは、、、、色色色色やややや柄柄柄柄をををを１０１０１０１０種類種類種類種類

のののの中中中中からおからおからおからお好好好好みでみでみでみで選選選選んでんでんでんで頂頂頂頂きききき、、、、オリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルの

かわいいストラップができましたかわいいストラップができましたかわいいストラップができましたかわいいストラップができました！！！！

作成作成作成作成しましたしましたしましたしました。。。。

秋秋秋秋のののの壁画壁画壁画壁画『『『『ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン』』』』をををを協力協力協力協力してしてしてして

右側右側右側右側のリースにはのリースにはのリースにはのリースには、、、、栗栗栗栗やややや紅葉紅葉紅葉紅葉などがなどがなどがなどが

飾飾飾飾られていますられていますられていますられています。。。。

おおおお話話話話をされていましたをされていましたをされていましたをされていました。。。。

               

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント
誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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

　　　　８８８８日日日日((((水水水水) ) ) ) 、、、、１４１４１４１４日日日日((((火火火火））））

　　　　２２２２日日日日((((木木木木) ) ) ) 、、、、１６１６１６１６日日日日((((木木木木))))

長寿長寿長寿長寿のおのおのおのお祝祝祝祝いをいをいをいを行行行行いましたいましたいましたいました！！！！

９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、１５１５１５１５日日日日（（（（月月月月）、）、）、）、１７１７１７１７日日日日((((水水水水）、）、）、）、１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））にににに

賞状賞状賞状賞状とととと記念品記念品記念品記念品をおをおをおをお贈贈贈贈りさせてりさせてりさせてりさせて

しましたしましたしましたしました。。。。

百寿百寿百寿百寿１１１１名名名名のののの長寿長寿長寿長寿のおのおのおのお祝祝祝祝いをいをいをいを

頂頂頂頂きましたきましたきましたきました！！！！

傘寿傘寿傘寿傘寿８８８８名名名名、、、、米寿米寿米寿米寿４４４４名名名名、、、、卒寿卒寿卒寿卒寿５５５５名名名名、、、、

今年今年今年今年はははは、、、、古希古希古希古希４４４４名名名名、、、、喜寿喜寿喜寿喜寿７７７７名名名名、、、、

おおおお祝祝祝祝いのいのいのいの品品品品としてとしてとしてとして、、、、あさがおよりあさがおよりあさがおよりあさがおより

ごごごご長寿長寿長寿長寿おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！

みなさんみなさんみなさんみなさん！！！！

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント 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

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））））

秋秋秋秋のののの大運動会大運動会大運動会大運動会 １６１６１６１６日日日日((((木木木木）、）、）、）、２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火）、）、）、）、２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））

　　　　２２２２日日日日((((木木木木) ) ) ) 、、、、１６１６１６１６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。



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１１１１１１１１月月月月 第第第第６４６４６４６４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

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

早早早早いものでもういものでもういものでもういものでもう11111111月月月月。。。。今年今年今年今年もももも残残残残すところすところすところすところ後後後後2222ヶヶヶヶ月月月月ですねですねですねですね。。。。寒寒寒寒さもだんだんさもだんだんさもだんだんさもだんだん厳厳厳厳しくなってきましたしくなってきましたしくなってきましたしくなってきました。　。　。　。　身体身体身体身体のののの冷冷冷冷えをえをえをえを防防防防ぐにはぐにはぐにはぐには、、、、首首首首、、、、

手首手首手首手首、、、、足首足首足首足首のののの「「「「３３３３つのつのつのつの首首首首」」」」をををを暖暖暖暖めるめるめるめる事事事事がポイントですがポイントですがポイントですがポイントです。　「。　「。　「。　「３３３３つのつのつのつの首首首首」」」」はははは皮膚皮膚皮膚皮膚がががが薄薄薄薄いのでいのでいのでいので熱熱熱熱がががが伝伝伝伝わりやすくわりやすくわりやすくわりやすく、、、、温温温温まったまったまったまった血液血液血液血液がががが体体体体

全体全体全体全体にににに流流流流れるのでれるのでれるのでれるので良良良良いそうですいそうですいそうですいそうです。　。　。　。　最近最近最近最近はおしゃれなネックウォーマーやレッグウォーマーもふえてきましたねはおしゃれなネックウォーマーやレッグウォーマーもふえてきましたねはおしゃれなネックウォーマーやレッグウォーマーもふえてきましたねはおしゃれなネックウォーマーやレッグウォーマーもふえてきましたね！！！！またまたまたまた、、、、昔昔昔昔はははは

おおおお父父父父さんのさんのさんのさんの代名詞代名詞代名詞代名詞のようだったのようだったのようだったのようだった腹巻腹巻腹巻腹巻もももも見見見見えてもえてもえてもえても可愛可愛可愛可愛いデザインやいデザインやいデザインやいデザインや薄薄薄薄くてくてくてくて暖暖暖暖かいものなどもかいものなどもかいものなどもかいものなども人気人気人気人気だそうですよだそうですよだそうですよだそうですよ！！！！

誕 生 会

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

などのなどのなどのなどの競技競技競技競技でででで盛盛盛盛りりりり上上上上がりましがりましがりましがりまし

赤赤赤赤、、、、白白白白、、、、黄黄黄黄のののの３３３３チームにチームにチームにチームに別別別別れれれれ

「「「「玉入玉入玉入玉入れれれれ」」」」やややや「「「「かつらリレーかつらリレーかつらリレーかつらリレー」」」」

たたたた。。。。

今月今月今月今月はははは、、、、１８１８１８１８名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。

誕生会
開催日：１０月８日（水）、１４日（火）

またまたまたまた１６１６１６１６日日日日はははは、、、、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

のののの方方方方々々々々もももも、、、、運動会運動会運動会運動会にににに参加参加参加参加してしてしてして

　　　　　 ～今月の歌～

・庭の千草 ・ローレライ ・旅愁 ・故郷の空 

音楽のひろば
開催日：１０月１５日（水）開催日：１０月１６日（木）、２１日（火）、２２日（水）

秋の大運動会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！くださいましたくださいましたくださいましたくださいました。。。。

のののの方方方方々々々々もももも、、、、運動会運動会運動会運動会にににに参加参加参加参加してしてしてして ・庭の千草 ・ローレライ ・旅愁 ・故郷の空 

・ライ麦畑で出逢う時 ・里の秋 ・紅葉

 ・夢路より ・燈台守 ・小さい秋みつけた

でんぐり紙の飾り 制作期間：１０月６日～１８日万国旗 制作期間：９月２２日～１０月４日

のののの期間中期間中期間中期間中はははは、、、、デイのフロアにデイのフロアにデイのフロアにデイのフロアに

クレヨンでクレヨンでクレヨンでクレヨンで着色着色着色着色しししし、、、、運動会運動会運動会運動会

飾飾飾飾りましたりましたりましたりました！！！！

国旗国旗国旗国旗のぬりのぬりのぬりのぬり絵絵絵絵にににに、、、、絵具絵具絵具絵具やややや

綺麗綺麗綺麗綺麗なななな飾飾飾飾りができましたりができましたりができましたりができました！！！！

４５４５４５４５枚枚枚枚のののの半紙半紙半紙半紙をのりでをのりでをのりでをのりで一枚一枚一枚一枚ずつずつずつずつ

張張張張りりりり合合合合わせてわせてわせてわせて作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

半紙半紙半紙半紙のののの枚数枚数枚数枚数がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか

骨骨骨骨のののの折折折折れるれるれるれる作業作業作業作業だったようですがだったようですがだったようですがだったようですが、、、、

現在、１１月の壁画（七五三）を制作中です！

               

井出 徹

こんにちは！

９月に入社しました、井出と

言います。皆様の笑顔に出

会える様に、安全運転に努

めて参ります。宜しくお願い

新新新新しくなりましたがしくなりましたがしくなりましたがしくなりましたが、、、、

みなさんもうみなさんもうみなさんもうみなさんもう

覚覚覚覚えましたかえましたかえましたかえましたか？？？？

９９９９月月月月からからからから体操体操体操体操がががが

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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））））

　　　　４４４４日日日日（（（（火火火火）、）、）、）、１０１０１０１０日日日日（（（（月月月月））））

今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント

前回前回前回前回よりもハードかもよりもハードかもよりもハードかもよりもハードかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。

床体操床体操床体操床体操もももも腹筋腹筋腹筋腹筋をををを使使使使うううう体操体操体操体操がががが

多多多多いのでいのでいのでいので、、、、寝寝寝寝ながらですがながらですがながらですがながらですが

使使使使ったったったった体操体操体操体操がががが多多多多くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。

ですがですがですがですが、、、、内容内容内容内容はははは少少少少しハードしハードしハードしハード

体操体操体操体操のののの数数数数はははは以前以前以前以前よりよりよりより少少少少なめなめなめなめ

椅子体操椅子体操椅子体操椅子体操はははは棒棒棒棒やボールをやボールをやボールをやボールを

かもかもかもかも知知知知れませんねれませんねれませんねれませんね。。。。

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

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））））

イベントイベントイベントイベント食食食食（（（（おおおお寿司寿司寿司寿司）））） １１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））

　　　　６６６６日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））今月今月今月今月のイベントのイベントのイベントのイベント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。



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１２１２１２１２月月月月 第第第第６５６５６５６５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

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

今年今年今年今年もいよいよもいよいよもいよいよもいよいよ最後最後最後最後のののの一一一一ヶヶヶヶ月月月月になりましたになりましたになりましたになりました。　　。　　。　　。　　大晦日大晦日大晦日大晦日にはにはにはには『『『『年越年越年越年越しそばしそばしそばしそば』』』』をををを食食食食べますがべますがべますがべますが、、、、これはこれはこれはこれは江戸江戸江戸江戸のののの町人町人町人町人がががが毎月忙毎月忙毎月忙毎月忙しいしいしいしい

月末月末月末月末にそばをにそばをにそばをにそばを食食食食べていたべていたべていたべていた名残名残名残名残でででで、、、、大晦日大晦日大晦日大晦日にそばをにそばをにそばをにそばを食食食食べるようになったそうですべるようになったそうですべるようになったそうですべるようになったそうです。。。。そばのようにそばのようにそばのようにそばのように長長長長くくくく生生生生きられるきられるきられるきられる「「「「長寿長寿長寿長寿そばそばそばそば」」」」やややや

運運運運がががが上昇上昇上昇上昇するするするする「「「「運気運気運気運気そばそばそばそば」、」、」、」、そばはそばはそばはそばは良良良良くくくく切切切切れるのでれるのでれるのでれるので苦労苦労苦労苦労とととと縁縁縁縁をををを切切切切るるるる「「「「縁切縁切縁切縁切りそばりそばりそばりそば」」」」などなどなどなど、、、、各地各地各地各地でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな呼呼呼呼びびびび名名名名やややや言言言言いいいい伝伝伝伝えがえがえがえが

あるようですあるようですあるようですあるようです。。。。年越年越年越年越しそばはしそばはしそばはしそばは、、、、除夜除夜除夜除夜のののの鐘鐘鐘鐘がががが鳴鳴鳴鳴りりりり終終終終えるまでにえるまでにえるまでにえるまでに食食食食べべべべ終終終終わりましょうねわりましょうねわりましょうねわりましょうね！！！！

誕 生 会

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

イベント食（お寿司）
開催日：１１月１１日（火）

音楽のひろば
開催日：１１月１９日（火）

誕生会
開催日：１１月４日（火）、１０日(月）

栄養課栄養課栄養課栄養課スタッフがスタッフがスタッフがスタッフが出張出張出張出張してしてしてして

おおおお寿司寿司寿司寿司をををを握握握握ってくれましたってくれましたってくれましたってくれました！！！！

　　　　　 ～今月の歌～

・ローレライ ・紅葉 ・小さい秋みつけた
今月今月今月今月はははは、、、、７７７７名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

傾聴ボランティア
開催日：１１月６日（木）、２０日(木）開催日：１１月６日（木）～８日（土）、１０日（月）

外食ツアー

とんでんとんでんとんでんとんでん東川口店東川口店東川口店東川口店へへへへ行行行行ってってってって来来来来まままま

普段普段普段普段とはとはとはとは違違違違ったったったった雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの食事食事食事食事をををを

みなさんみなさんみなさんみなさん楽楽楽楽しまれていましたしまれていましたしまれていましたしまれていました。。。。

したしたしたした。。。。

沢山沢山沢山沢山おかわりされていましたおかわりされていましたおかわりされていましたおかわりされていました！！！！

このこのこのこの日日日日はははは特特特特にににに皆皆皆皆さんさんさんさん食欲旺盛食欲旺盛食欲旺盛食欲旺盛でででで

楽楽楽楽しくおしくおしくおしくお話話話話しながらしながらしながらしながら、、、、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス

飾飾飾飾りをりをりをりを、、、、ボランティアさんとボランティアさんとボランティアさんとボランティアさんと一緒一緒一緒一緒にににに

作作作作りましたりましたりましたりました！！！！

・赤とんぼ ・たき火 ・村祭り 

 ・リンゴのひとりごと ・野菊 ・かあさんのうた 
おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。

               

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー
制作期間：１１月３日～１１月１５日スイーツマグネット

現在、１２月の壁画（クリスマス）を制作中です！

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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

今月のイベント

　　　　４４４４日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））

　　　　４４４４日日日日（（（（木木木木）、　）、　）、　）、　８８８８日日日日（（（（月月月月））））

１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日のののの七五三七五三七五三七五三にちなんでにちなんでにちなんでにちなんで

写真写真写真写真ではではではでは分分分分かりにくいですがかりにくいですがかりにくいですがかりにくいですが、、、、折折折折りりりり紙紙紙紙

壁画壁画壁画壁画をををを作成作成作成作成しましたしましたしましたしました。。。。

やややや千代紙千代紙千代紙千代紙をををを小小小小さくさくさくさく切切切切ってってってって張張張張りりりり合合合合わせてわせてわせてわせて

いますいますいますいます。。。。

ペットボトルのふたにペットボトルのふたにペットボトルのふたにペットボトルのふたに粘土粘土粘土粘土でででで磁石磁石磁石磁石をををを

飾飾飾飾りのりのりのりの苺苺苺苺もももも粘土粘土粘土粘土でででで作作作作りりりり、、、、ビーズなどとビーズなどとビーズなどとビーズなどと

一緒一緒一緒一緒にボンドでつけましたにボンドでつけましたにボンドでつけましたにボンドでつけました。。。。

埋埋埋埋めめめめ込込込込みみみみ、、、、ケーキのケーキのケーキのケーキの形形形形をををを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

冬冬冬冬のののの感染症感染症感染症感染症にごにごにごにご注意注意注意注意をををを！！！！！！！！

インフルエンザやノロウィルスがインフルエンザやノロウィルスがインフルエンザやノロウィルスがインフルエンザやノロウィルスが

流行流行流行流行するするするする季節季節季節季節になりましたになりましたになりましたになりました。。。。

壁画～七五三～ 制作期間：１０月２０日～１１月１日

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

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（（（（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（（（（火火火火）、）、）、）、２４２４２４２４日日日日((((水水水水）、）、）、）、２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））

　　　　４４４４日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））
流行流行流行流行するするするする季節季節季節季節になりましたになりましたになりましたになりました。。。。

手洗手洗手洗手洗いやうがいをいやうがいをいやうがいをいやうがいを行行行行いいいい、、、、予防予防予防予防をををを

心掛心掛心掛心掛けましょうけましょうけましょうけましょう！！！！！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。



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 ２７２７２７２７年年年年 １１１１月月月月 第第第第６６６６６６６６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

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

新年明新年明新年明新年明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます。。。。本年本年本年本年もももも皆様皆様皆様皆様のののの沢山沢山沢山沢山のののの笑顔笑顔笑顔笑顔がががが見見見見られるようにられるようにられるようにられるように、、、、日日日日々々々々努力努力努力努力してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。本年本年本年本年もどうぞもどうぞもどうぞもどうぞ

宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。元旦元旦元旦元旦にはにはにはには「「「「年神様年神様年神様年神様」」」」というというというという新年新年新年新年のののの神様神様神様神様がががが各家庭各家庭各家庭各家庭にやってくるとされていますにやってくるとされていますにやってくるとされていますにやってくるとされています。。。。年神様年神様年神様年神様がががが帰帰帰帰るるるる７７７７日日日日（（（（地域地域地域地域

によってはによってはによってはによっては１５１５１５１５日日日日））））までをまでをまでをまでを「「「「松松松松のののの内内内内」」」」といいといいといいといい、、、、様様様様々々々々なななな正月行事正月行事正月行事正月行事がががが行行行行われますわれますわれますわれます。「。「。「。「明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます」」」」というというというという挨拶挨拶挨拶挨拶にはにはにはには、、、、

無事無事無事無事にににに年年年年をををを越越越越しししし、、、、年神様年神様年神様年神様をおをおをおをお迎迎迎迎えできたえできたえできたえできた喜喜喜喜びとびとびとびと感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちがちがちがちが込込込込められているんだそうですよめられているんだそうですよめられているんだそうですよめられているんだそうですよ！！！！

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

開催日：１２月２３日（火）～２５日（木）

クリスマス会

今月今月今月今月はははは、、、、９９９９名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！できましたできましたできましたできました！！！！！！！！

楽楽楽楽しいクリスマスをしいクリスマスをしいクリスマスをしいクリスマスを過過過過ごすことがごすことがごすことがごすことが

出出出出しししし物物物物やプレゼントなどもありやプレゼントなどもありやプレゼントなどもありやプレゼントなどもあり、、、、

２０１４２０１４２０１４２０１４年最後年最後年最後年最後のイベントのイベントのイベントのイベント！！！！

開催日：１２月　４日（木）、　８日（月）

誕　生　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

音楽のひろば
開催日：１２月１７日（水）

傾聴ボランティア
開催日：１２月　４日（木）、１８日（木）

最後に林先生から歌のプレゼントもありました！

・出船　・かあさんのうた　・聖夜（きよしこの夜）

 ・諸人こぞりて ・ジングルベル ・赤鼻のトナカイ 

・喜びの歌　

　　　　　 ～今月の歌～

・見上げてごらん夜の星を　・冬の星座 今回今回今回今回もももも傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアのみなさんとボランティアのみなさんとボランティアのみなさんとボランティアのみなさんと

沢山沢山沢山沢山のおのおのおのお話話話話ができましたができましたができましたができました！！！！

               

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー
制作期間：１１月１７日～１１月２９日壁画～クリスマス～ 制作期間：１２月１日～１２月１３日ひつじの干支飾り

年末年始年末年始年末年始年末年始のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　　　　１１１１月月月月　　　　１１１１日日日日（（（（木木木木）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　おおおお休休休休みみみみ

１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（水水水水））））

なっていますなっていますなっていますなっています！！！！

新聞紙新聞紙新聞紙新聞紙をををを丸丸丸丸めてめてめてめて、、、、和紙和紙和紙和紙をををを貼貼貼貼ってってってって

作作作作りましたりましたりましたりました。。。。底底底底のののの部分部分部分部分にはビーにはビーにはビーにはビー玉玉玉玉がががが

入入入入っていてっていてっていてっていて「「「「起起起起きききき上上上上がりこぼしがりこぼしがりこぼしがりこぼし」」」」にににに

新聞広告新聞広告新聞広告新聞広告などをなどをなどをなどを折折折折ってってってって作作作作ったったったった雪雪雪雪のののの結晶結晶結晶結晶

紙紙紙紙テープをテープをテープをテープを使使使使ったクリスマスツリーやったクリスマスツリーやったクリスマスツリーやったクリスマスツリーや

などなどなどなど、、、、アイディアがアイディアがアイディアがアイディアが詰詰詰詰まったまったまったまった壁画壁画壁画壁画がががが完成完成完成完成

しましたしましたしましたしました！！！！

おおおお茶会茶会茶会茶会

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

　　　　　　　　６６６６日日日日（（（（火火火火）、   ）、   ）、   ）、   ７７７７日日日日（（（（水水水水）、　）、　）、　）、　８８８８日日日日（（（（木木木木））））

　　　　　　　　９９９９日日日日（（（（金金金金）、 ）、 ）、 ）、 １２１２１２１２日日日日（（（（月月月月））））

今月のイベント

現在、１月の壁画（七福神）を制作中です！

なりますなりますなりますなります。。。。

新年新年新年新年のののの営業営業営業営業はははは１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））からとからとからとからと

　　　　１１１１月月月月　　　　２２２２日日日日（（（（金金金金））））
誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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 　　　　１５１５１５１５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 　　　　２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））

　　　　　　　　９９９９日日日日（（（（金金金金）、 ）、 ）、 ）、 １２１２１２１２日日日日（（（（月月月月））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。



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 ２７２７２７２７年年年年 ２２２２月月月月 第第第第６７６７６７６７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

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

少少少少しずつしずつしずつしずつ日日日日がががが延延延延びてきましたがびてきましたがびてきましたがびてきましたが、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ寒寒寒寒いいいい日日日日がががが続続続続きききき、、、、体調体調体調体調をををを崩崩崩崩すすすす方方方方がががが多多多多いようですいようですいようですいようです。。。。みなさんみなさんみなさんみなさん体調体調体調体調はいかがですかはいかがですかはいかがですかはいかがですか？？？？

２２２２月月月月３３３３日日日日はははは節分節分節分節分ですねですねですねですね。。。。鬼鬼鬼鬼はははは邪気邪気邪気邪気やややや寒気寒気寒気寒気のののの象徴象徴象徴象徴でででで、、、、昔昔昔昔からからからから災害災害災害災害やややや病病病病などはなどはなどはなどは鬼鬼鬼鬼のののの仕業仕業仕業仕業をされていたのでをされていたのでをされていたのでをされていたので、、、、新年新年新年新年のののの幸福幸福幸福幸福をををを願願願願ってってってって、、、、節分節分節分節分にににに

鬼鬼鬼鬼をををを払払払払うようになりましたうようになりましたうようになりましたうようになりました。。。。豆豆豆豆まきではまきではまきではまきでは、、、、年年年年のののの数数数数だけだけだけだけ豆豆豆豆をををを食食食食べてべてべてべて心身心身心身心身のののの邪気邪気邪気邪気をををを払払払払いますがいますがいますがいますが、、、、年年年年のののの数数数数のののの豆豆豆豆をををを食食食食べるのはべるのはべるのはべるのは大変大変大変大変ですよねですよねですよねですよね。。。。

そんなそんなそんなそんな時時時時はははは湯呑湯呑湯呑湯呑にににに豆豆豆豆３３３３粒粒粒粒、、、、梅干梅干梅干梅干しししし１１１１個個個個、、、、塩昆布塩昆布塩昆布塩昆布をををを入入入入れおれおれおれお湯湯湯湯をををを注注注注いだいだいだいだ「「「「福茶福茶福茶福茶」」」」をををを飲飲飲飲むとむとむとむと同同同同じごじごじごじご利益利益利益利益があるそうですよがあるそうですよがあるそうですよがあるそうですよ！！！！

　開催日：１月 ６日（火）、 ７日（水）、 ８日（木）

お　茶　会 誕　生　会
開催日：１月　９日（金）、１２日（月）

完成後完成後完成後完成後はおはおはおはお抹茶抹茶抹茶抹茶とととと一緒一緒一緒一緒にににに

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。。。。

あんこをあんこをあんこをあんこを入入入入れてれてれてれて茶巾絞茶巾絞茶巾絞茶巾絞りをりをりをりを

作作作作りましたりましたりましたりました。。。。おおおお芋芋芋芋をををを潰潰潰潰すすすす所所所所

からからからから参加参加参加参加してしてしてして作作作作るるるる過程過程過程過程もももも

さつまいもをさつまいもをさつまいもをさつまいもを潰潰潰潰してしてしてして、、、、中中中中にににに

楽楽楽楽しみましたしみましたしみましたしみました。。。。 おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

食食食食べてべてべてべて、、、、みんなでおみんなでおみんなでおみんなでお祝祝祝祝いしいしいしいし

ましたましたましたました。。。。

今月今月今月今月はははは、、、、１６１６１６１６名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが

おおおお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎ええええ、、、、ケーキをケーキをケーキをケーキを

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

音楽のひろば
開催日：１月２１日（水）

傾聴ボランティア
開催日：１月１５日（木）

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。。。。

雪雪雪雪のちらつくのちらつくのちらつくのちらつく中中中中、、、、林先生林先生林先生林先生にににに

雪雪雪雪にちなんだにちなんだにちなんだにちなんだ曲曲曲曲もありもありもありもあり、、、、雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを

おおおお越越越越しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました。。。。

楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら歌歌歌歌いましたいましたいましたいました。。。。
　　　　　 　　～今月の歌～

・お正月　・一月一日　・ペチカ　・冬の夜　・出船　

・カチューシャ　・冬の星座 ・雪の降る街を 

今月今月今月今月はははは年始年始年始年始のののの為為為為、、、、１１１１日日日日だけとだけとだけとだけと

なりましたがなりましたがなりましたがなりましたが、、、、期間期間期間期間がががが空空空空いたいたいたいた分分分分、、、、

年末年始年末年始年末年始年末年始のののの出来事出来事出来事出来事などなどなどなど、、、、いつもいつもいつもいつも

以上以上以上以上におにおにおにお話話話話がががが弾弾弾弾んでいたようですんでいたようですんでいたようですんでいたようです！！！！

               

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 　　　　　　　　４４４４日日日日（（（（水水水水）、 ）、 ）、 ）、 １２１２１２１２日日日日（（（（木木木木））））

今月のイベント

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー
制作期間：１２月１５日～３０日壁画・七福神 制作期間：１月５日～１７日ネームストラップ

七福神七福神七福神七福神とととと一緒一緒一緒一緒にににに宝船宝船宝船宝船にににに乗乗乗乗ってってってって

いるのはいるのはいるのはいるのは今年今年今年今年のののの干支干支干支干支のののの““““ひつじひつじひつじひつじ””””

ですよですよですよですよ＾＾＾＾＾＾＾＾

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もありなどもありなどもありなどもあり、、、、作成日作成日作成日作成日がががが

少少少少ないないないない中中中中、、、、見事見事見事見事なななな壁画壁画壁画壁画がががが完成完成完成完成しましましましま

したしたしたした！！！！
キラキラテープはおキラキラテープはおキラキラテープはおキラキラテープはお好好好好きなきなきなきな色色色色をををを

選選選選んでんでんでんで頂頂頂頂いたのでいたのでいたのでいたので、、、、オリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルの

作品作品作品作品にににに仕上仕上仕上仕上がりましたがりましたがりましたがりました！！！！

コルクにキラキラテープをコルクにキラキラテープをコルクにキラキラテープをコルクにキラキラテープを貼貼貼貼りりりり、、、、

ストラップとネームタグストラップとネームタグストラップとネームタグストラップとネームタグ、、、、フェルトフェルトフェルトフェルト

でででで作作作作ったったったった椿椿椿椿をををを付付付付けましたけましたけましたけました！！！！

現在、２月の壁画（梅の花）を制作中です！

✅
✅
✅

全国的全国的全国的全国的にインフルエンザがにインフルエンザがにインフルエンザがにインフルエンザが大流行大流行大流行大流行していますしていますしていますしています！！！！
インフルエンザにインフルエンザにインフルエンザにインフルエンザに罹罹罹罹らないようにらないようにらないようにらないように予防予防予防予防しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！！！！！

外出時外出時外出時外出時にはマスクをにはマスクをにはマスクをにはマスクを着用着用着用着用しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

帰宅時帰宅時帰宅時帰宅時にはにはにはには「「「「手洗手洗手洗手洗いいいい」「」「」「」「うがいうがいうがいうがい」」」」をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう。。。。

栄養栄養栄養栄養とととと休養休養休養休養をををを十分十分十分十分にとりましょうにとりましょうにとりましょうにとりましょう。。。。 誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会

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日日日日（（（（木木木木）、 ）、 ）、 ）、 １９１９１９１９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 　　　　１８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））

　　　　　　　　４４４４日日日日（（（（水水水水）、 ）、 ）、 ）、 １２１２１２１２日日日日（（（（木木木木））））✅
✅

咳咳咳咳やくしゃみをおさえたやくしゃみをおさえたやくしゃみをおさえたやくしゃみをおさえた手手手手、、、、鼻鼻鼻鼻をかんだをかんだをかんだをかんだ手手手手はただちにはただちにはただちにはただちに

洗洗洗洗うようにしうようにしうようにしうようにし、、、、周囲周囲周囲周囲へへへへ配慮配慮配慮配慮（（（（咳咳咳咳エチケットエチケットエチケットエチケット））））しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

栄養栄養栄養栄養とととと休養休養休養休養をををを十分十分十分十分にとりましょうにとりましょうにとりましょうにとりましょう。。。。

室内室内室内室内ではではではでは加湿加湿加湿加湿とととと換気換気換気換気をよくしましょうをよくしましょうをよくしましょうをよくしましょう。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。



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 ２７２７２７２７年年年年 ３３３３月月月月 第第第第６８６８６８６８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

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

冬冬冬冬のののの寒寒寒寒さからさからさからさから徐徐徐徐々々々々にににに春春春春のののの日差日差日差日差しがしがしがしが感感感感じられるようになってきましたじられるようになってきましたじられるようになってきましたじられるようになってきました。。。。3333日日日日はははは｢｢｢｢ひなひなひなひな祭祭祭祭りりりり」」」」女女女女のののの子子子子のののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長をををを願願願願いいいい、、、、美美美美しいひなしいひなしいひなしいひな人形人形人形人形をををを

飾飾飾飾っておっておっておってお祝祝祝祝いするいするいするいする、、、、日本日本日本日本のののの春春春春のののの伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事ですですですです。。。。ではではではでは、、、、何故何故何故何故ひなひなひなひな祭祭祭祭りにりにりにりに桃桃桃桃のののの花花花花をををを飾飾飾飾るのでしょうるのでしょうるのでしょうるのでしょう？？？？ひなひなひなひな祭祭祭祭りはりはりはりは「「「「桃桃桃桃のののの節句節句節句節句」」」」ともよばれますともよばれますともよばれますともよばれます。。。。

由来由来由来由来はははは古代中国古代中国古代中国古代中国にまでさかのぼりますにまでさかのぼりますにまでさかのぼりますにまでさかのぼります。。。。古代中国古代中国古代中国古代中国ではではではでは桃桃桃桃のののの花花花花はははは魔除魔除魔除魔除けのけのけのけの力力力力があるとがあるとがあるとがあると考考考考えられていましたえられていましたえられていましたえられていました。。。。桃桃桃桃のののの花花花花をかわいがりをかわいがりをかわいがりをかわいがり、、、、桃桃桃桃のののの花花花花

をををを浮浮浮浮かべたおかべたおかべたおかべたお酒酒酒酒をををを飲飲飲飲みみみみ、、、、桃桃桃桃のののの葉葉葉葉のおのおのおのお風呂風呂風呂風呂にににに入入入入りりりり、、、、3333月月月月3333日日日日にににに『『『『無病息災無病息災無病息災無病息災』』』』をををを願願願願っていたようですっていたようですっていたようですっていたようです。。。。それがそれがそれがそれが伝伝伝伝わりわりわりわり桃桃桃桃をををを飾飾飾飾るようになりましたるようになりましたるようになりましたるようになりました。。。。

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

　開催日：２月 ４日（水）、 １２日（木）

誕生日会 しましょう。 音楽のひろば
　　　　　開催日：２月１８日（水）　　　　

　　　　　 　　～今月の歌～

・ペチカ　・スキー　・青い山脈　・夜明けのうた　

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！！！！！

ケーキをケーキをケーキをケーキを食食食食べてべてべてべて、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで

おおお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。。。。

今月今月今月今月はははは、、、、２２２２２２２２名名名名のののの大勢大勢大勢大勢のののの皆皆皆皆

さまがおさまがおさまがおさまがお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎ええええ、、、、

もらいもらいもらいもらい笑顔笑顔笑顔笑顔でででで歌歌歌歌っていますっていますっていますっています。。。。

をををを楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに待待待待っていましたっていましたっていましたっていました。。。。

先生先生先生先生とととと一緒一緒一緒一緒にににに歌歌歌歌いいいい元気元気元気元気をををを

月月月月にににに１１１１度度度度のののの林先生林先生林先生林先生のののの音楽音楽音楽音楽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

・雪山讃歌　・ともし火 　・雪の降る街を　冬げしき 

・ペチカ　・スキー　・青い山脈　・夜明けのうた　

しましょう。 傾聴ボランティア
　　　　　開催日：２月５日（木）、１９日(木)　　　　　

しましょう。 節　分
　　　　　開催日：２月３日（水）　　　　

入入入入りのりのりのりの大判焼大判焼大判焼大判焼きがおやつきがおやつきがおやつきがおやつ

がでましたがでましたがでましたがでました。。。。中身中身中身中身はあんこはあんこはあんこはあんこ

節分節分節分節分にちなだにちなだにちなだにちなだ鬼鬼鬼鬼のイラストのイラストのイラストのイラスト

おいしくおいしくおいしくおいしく頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

がはいりとってもがはいりとってもがはいりとってもがはいりとっても甘甘甘甘くくくく皆様皆様皆様皆様
にににに会会会会えるのはえるのはえるのはえるのは楽楽楽楽しみですねしみですねしみですねしみですね。。。。

傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの方方方方々々々々とととと

おおおお話話話話されされされされ楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間をををを過過過過ごごごご

されましたされましたされましたされました。。。。顔顔顔顔なじみのなじみのなじみのなじみの方方方方々々々々

次回次回次回次回もおもおもおも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。。。。

               

手工芸手工芸手工芸手工芸コーナーコーナーコーナーコーナー

梅梅梅梅のののの花花花花がががが満開満開満開満開ではなやかですねではなやかですねではなやかですねではなやかですね。。。。

またまたまたまた、、、、おかめもかわいくおかめもかわいくおかめもかわいくおかめもかわいく見見見見てるとてるとてるとてると

幸幸幸幸せなせなせなせな気持気持気持気持ちになりますねちになりますねちになりますねちになりますね

制作期間：２月１６日～２８日太鼓ストラップ壁画・梅の花制作期間：１月１９日～２月２日

がりましたがりましたがりましたがりました！！！！

入入入入れれれれ良良良良いいいい音音音音がががが響響響響きますきますきますきます。。。。

いろんないろんないろんないろんな色色色色でででで可愛可愛可愛可愛いいいい作品作品作品作品にににに仕上仕上仕上仕上

`̀̀̀幸幸幸幸せのでんでんせのでんでんせのでんでんせのでんでん太鼓太鼓太鼓太鼓´́́́

ジュースのキャップをジュースのキャップをジュースのキャップをジュースのキャップを合合合合わせてわせてわせてわせて

テープでテープでテープでテープで飾飾飾飾りりりり、、、、中中中中にはビーズをにはビーズをにはビーズをにはビーズを

ひなひなひなひな祭祭祭祭りりりり会会会会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

みうみうみうみう保育園保育園保育園保育園 　　　　　　　　　　　　５５５５日日日日（（（（木木木木）、 ）、 ）、 ）、 １９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 　　　　　　　　１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水）、 ）、 ）、 ）、 １７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））

今月のイベント
　　　　　　　　　　　　３３３３日日日日（（（（火火火火）、 　）、 　）、 　）、 　４４４４日日日日（（（（水水水水））））

5555日日日日((((木木木木））））にはにはにはには、、、、みうみうみうみう保育園保育園保育園保育園のののの園児園児園児園児がががが来所来所来所来所されされされされ

をををを開催開催開催開催しますしますしますします！！！！

３３３３日日日日（（（（火火火火）、）、）、）、４４４４日日日日（（（（水水水水）、）、）、）、ひなまつりのイベントひなまつりのイベントひなまつりのイベントひなまつりのイベント

みなさんとみなさんとみなさんとみなさんと和菓子和菓子和菓子和菓子をををを食食食食べたりべたりべたりべたり、、、、ゲームをしゲームをしゲームをしゲームをし

たりとおたりとおたりとおたりとお楽楽楽楽しみしみしみしみ企画満載企画満載企画満載企画満載ですですですです！！！！

誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会 　　　　　　　　１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水）、 ）、 ）、 ）、 １７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））

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日日日日（（（（木木木木）、 ）、 ）、 ）、 １９１９１９１９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 　　　　　　　　１８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））

5555日日日日((((木木木木））））にはにはにはには、、、、みうみうみうみう保育園保育園保育園保育園のののの園児園児園児園児がががが来所来所来所来所されされされされ

おおおお遊戯遊戯遊戯遊戯のののの発表発表発表発表をしますをしますをしますをします。。。。楽楽楽楽しみですねしみですねしみですねしみですね♥♥♥♥

みなさんみなさんみなさんみなさん応援応援応援応援してあげましょうしてあげましょうしてあげましょうしてあげましょう！！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。


