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予防教室では「認知症について」
「認知症の対応の仕方」
「認知症にならないた
めのポイント」などを学びます。物忘れ相談プログラムで認知症の診断を行い、
簡単指体操を一緒に試してもらい、脳を活性化して頂きました。参加者からは「勉
強になった」「指体操は家でも続けます」
「また参加したい」など好評でした。
今後も開催致しますので、是非ご参加下さい！

≪

〜 今月の表紙 〜
デイサービスの皆さんで野呂山に
ドライブに行きました。
天気がとても良く、ぽかぽか陽気(*^̲^*)
四国の方まで見えましたか？

認知症予防教室のご案内

物忘れ相談プログラム
タッチパネルを使って
簡単にチェックできます！

≫

日時：平成 27 年 11 月 25 日(水)13:30〜
場所：郷原まちづくりセンター2F 会議室
問い合わせ先：呉市地域相談センター郷原の里
☎0823-77-1558 藤原・川野

最近、物忘れが
多くなった･･･

行事計画紹介
11 月

12 月

1月

誕生会

郷原の里 20 周年記念行事

新年互礼会

お楽しみ会

チャリティバザー＆コンサート

新年祈祷行事

ショッピング

誕生会

初詣

運動会

クリスマス会

誕生会

ショッピング

コーラス発表会

健康講座（自宅での傷の手当）
もちつき
お問い合わせ先
お問い

交通のご案内

編集後記
今秋は暖かかったため、霜月に突入

ほう き

社会福祉法人 朋輝福祉会「郷原の里」

● 広電バス
郷原黒瀬線
● JR バ ス

〒737-0161
広島県呉市郷原町 1882 番地 12

西条線

しているとことに、カレンダーを見る
度に驚いています。
今年の 11 月に、ご家族や地域の皆
様のお力添えのお蔭で郷原の里は 20

渡川下車

年という節目を迎える事ができまし

TEL

(0823) 77-1558

徒歩５分

た。更に 30 年、40 年と頑張っていき

FAX

(0823) 77-1833

（ 約 500 ｍ ）

ますので、これからもよろしくお願い

URL http://www.gouharanosato.com

申し上げます。
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平成 27 年 8 月 2 日(日)に夏祭りを行いました
家族会に始まり、屋台やゲームに盆踊りと大いに
盛り上がり、笑顔絶えない一日となりました(＾▽＾)

太鼓に合わせて
みんなで踊りました
家族会では、施設での日頃の生活や、
介護保険制度についての話をしました

昼食はみんな大好き
カレーライスでした
はい、チーズ

１等の当選は
偶然にもケアハウスのお二人でした

お化け屋敷？
いいえ、的当てですよ

いちご味よ
うちわを作る表情は
真剣そのもの

折り紙、レクリエーションを
一緒に楽しみました。
自然と笑顔がこぼれます
8/20(木)〜8/26(水)の内 5 日間
職場体験をしました

初登場のソフトクリームが
大好評でした
ど･れ･に

目玉イベント

しようかな？

『わんこ素麺』対決!!
車イスや道具を身につけての疑似体験を通して、
お年寄りの方の気持ちを勉強しました

優勝
郷原の里での体験が
将来の糧になりますように！

結果は…昨年、惜しくも
決勝戦で散った特養が

✌

見事悲願を果たしました
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郷原保育所の園児さんもお

午前中は演奏会♪
尺八と箏の心地良い音色に酔いしれ･･･
♪ 秋の夕日に 照る山 紅葉 ♪
演奏に合わせて懐かしい曲を口ずさみました。

祝いに駆け付けてくれました。
いつもありがとうございます。

祝 100 歳
吉岡 政子 様（100 歳）
いつの間にか 100 歳になってい
ました。ここに来るまでは踊りや
バイオリン、絵画やちぎり絵など
色々なことをしていました。今は
口ばっかり達者でおとなしく過ご
していますが、連れがあればまだ
踊れるかもしれません。歌や習字
はまだやっているので、何か他の
事もやってみたいです。

谷生 光 様（89 歳）
ケアハウスに入れた事をとても幸
せに思っております。ケアハウスの
雰囲気がとても良くて、今はとても
感謝しています。

山本 タカ 様（102 歳）
102 歳になったけど、寝たり起き
たりで変化はないね。若い頃は着
物を縫ったりしていたけど、今は
目が見えなくなったので出来なく
なった。コーヒーも紅茶も美味しい
し、女の人が集まって色々お話し
がしたいね。

祝 100 歳
掛け軸や秋の七草に
ついての説明も
して頂きました。

作野 歌子 様（100 歳）
1 日 1 日を大切に生きて
いきたいと思います。

午後からはボランティアさんのご協力の下、
お茶会が行われました。看護師・小濵さんも
○十年振りにお点前に挑戦！「久し振りで緊張し
ました･･･。」とのこと。介護士も着物姿でお運びの
お手伝い。いつもよりお淑やかに･･･
とてもきれいでしたよ(*^̲^*)。
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狙いを定めてぇ〜・・・
入所者さんも職員もみんな一緒にフラダンスを踊りました！
『レイフラワープア黒瀬』の皆様、ありがとうございました

割れたぁ！！
今年も暑い夏を
無事に乗り切れました
(*^̲^*)

国立呉医療センター附属看護学校の学生が実習に来られました！
学生と一緒に写真立てを作りました。
配置を考え、飾り付けを一緒に行い、
とっても素敵に出来上がりました！
ちょっと足を延ばして、大和ミュージアムまでドライブ
美味しい食事も頂きましたよ(*^。^*)

皆で協力して作ったプチトマト、大豊作です！！

季節に合った創作物を作ります！

今日のメニューは『すいか』です。

最後は皆で、ハイ・チーズ!！
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初！姉妹で共演♪

涼しげなうちわの出来上がり！
恒例のかき氷

なかなか付かんもんじゃねぇ…

回を重ねるごとにデュエットのペアが増えています❤
くまモン、手作りしました！

室内ゲートボール

見つめ合っちゃって❤
新入職員も
頑張りました♪

的当て、室内ゲートボール、ヨーヨ
ー釣り、かき氷、風鈴・うちわ作り
等々･･･、皆さん、
楽しんで
頂けましたか？

各サロンで運動会を
楽しみました！

v(￣∇￣)v ﾆﾔｯ

北町田サロン

塩焼サロン

定番のパン食い
競争、風船玉入れ
等々、メインイベン
トは思い思いの仮
装！大変盛り上が
りました！

姉妹で･･･

9月
仲秋の名月

祝✿ 100 歳

おめでとうございます！
ご夫婦で･･･

リコーダーや大正琴で
懐かしい曲を演奏♫
文化サロン
月見うさぎを
作りました︒

炭坑節で大盛り上がり！全員で踊りました！！

