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おめでとうございます！！

             
月は旧暦で如月（きさらぎ）と言います。由来は、肌寒い季節に寒すぎて衣（服）を更（さら）

「衣更着（きさらぎ）」と呼ばれるようになりました。また、旧暦では、和風月名と呼ばれ
る月の和風の呼び名もあります。初花月（はつはなつき）雪消月（ゆききえつき）梅見月（うめみ

               

年  ２月 

 

埼玉県さいたま市緑区大崎

7188  Fax 048

http://www.une-fleur.or.jp

２月２日 

２月７日 

２月１５日

会 

イベント

保育園来設

１月１３日 みう保育園の
、楽しい劇と和太鼓を披露して

くれました。 
微笑ましい子供たちの演技に、み
なさん笑顔がいっぱいでした。

１月１０日と１１日に誕⽣日会を行い
ました。今月は１３名の方が誕⽣日を
迎えられました。 

おめでとうございます！！

              
月は旧暦で如月（きさらぎ）と言います。由来は、肌寒い季節に寒すぎて衣（服）を更（さら） 

「衣更着（きさらぎ）」と呼ばれるようになりました。また、旧暦では、和風月名と呼ばれ 
る月の和風の呼び名もあります。初花月（はつはなつき）雪消月（ゆききえつき）梅見月（うめみ 

                

  第９１

埼玉県さいたま市緑区大崎 3385-

Fax 048-878

fleur.or.jp 

 １６日

  ８日

日 

イベント 

保育園来設 

みう保育園の
劇と和太鼓を披露して

 
微笑ましい子供たちの演技に、み
なさん笑顔がいっぱいでした。

１月１０日と１１日に誕⽣日会を行い
ました。今月は１３名の方が誕⽣日を

 
おめでとうございます！！

第９１号 

-1 

878-7166 

日 

日 

みう保育園の子供達
劇と和太鼓を披露して

微笑ましい子供たちの演技に、み
なさん笑顔がいっぱいでした。 

１月１０日と１１日に誕⽣日会を行い
ました。今月は１３名の方が誕⽣日を

おめでとうございます！！ 

達
劇と和太鼓を披露して

微笑ましい子供たちの演技に、み
 

１月１０日と１１日に誕⽣日会を行い 
ました。今月は１３名の方が誕⽣日を 



 
 
 
 
 
 

寒さもやっと少し緩んできて、ようやく春の日差しを感じることが多くなってきました。 
１月から、午後の流れを変えて 1 ヶ月経ちました。音楽を使用しての全体体操、リズムに合わせて 
始めは踊れなかった利用者様も徐々に踊れる様になってきました。その後は、介護予防体操と手工芸 
を選択し、参加していただいています。少しでもあさがおご利用中は、楽しく過ごしていただけるよう 
職員一同、色々チャレンジし頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願い致します。 
 

 介護老人保健施設 あさがお 

  通所リハビリテーション 
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☆ 傾聴ボランティア      ３月２日 １６日 

☆ 誕生日会          ３月９日 １１日 

☆ 音楽の広場         ３月１５日 

☆ カラオケ大会        ３月２３日 ２４日 ２５日 

 

体 操 

 

３月のイベント 

誕生日会 

平成２９年「家族勉強会」開催のお知らせ 

テーマ   「いつまでもおいしく食べるために」 
         〜⼝腔機能をレベル UP！〜 

日時    平成２９年３月１１日（⼟）午後１４時〜講義 
        （１３時〜施設⾒学 ※希望者のみ） 

会場    介護老人保健施設 あさがお 
講師    ラムザ⻭科サポート ⻭科衛生⼠ 

お問い合わせ・お申込みは、地域交流委員会まで・・ 

手工芸 

レクリエーション 

ボールや棒を使っての介護予防体操で
す。多くの利用者様が元気に参加されて
います。 

2 月の壁画は、春の足音が聞こえて来そうな、暖かい 
作品が出来ました。手工芸では、猫の置物を制作しました。 
いろいろな猫がいて、可愛いですね。(*^_^*) 

２月は２０名の方がお誕生日を 
迎えられました。 
 おめでとうございます！！ 
あさがおでは、いちばん、誕生日を
迎えるご利用者様が多いです。 

週１回の麻雀をと
ても楽しみにして
います。笑顔で楽
しんでいます！！ 

音楽療法⼠の関に
よ る 音 楽 レ ク で
す。みんなで楽し
まれています。 

バレンタインデー
の特別食です。ハ
ートのコロッケが
可愛いですね♡ 


