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慈晃園の駐車場へ花見を兼ねてのお散歩に出掛けました。
外はポカポカ気持ちいいですね♡
４月８日の『花まつり』お花が綺麗ですね。（写真右下）

季節を感じながら、畑で野菜の手入れをしている所
（写真右上）、彼岸の『おはぎ』作り、採れたてのツワ
の皮むき、ヨモギの蒸しパン作りの１コマ。
春も美味しい食材が一杯です♡
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春も美味しい食材が一杯です♡

ユニットでは、園内の満開の桜や
チューリップを見にお散歩したり、雛
人形の展示を見に行ったりしました。
満開の花の前で皆様も自然と笑顔に♡
春の心地いい風も吹いてきて、心もポ
カポカに。
現在、地域交流室では、端午の節句
の飾りつけに様変わり。季節も移ろっ
ていきますね～。
ユニット内での活動を出来るだけ楽しんで頂けるよう努めている中、
さくらユニットでは、３月生まれの方が多くおられ、美味しそうな
ケーキを前に、皆でお祝いし、楽しい雰囲気の中、笑顔で召し上がっ
ていました。
すみれユニットでは、お花が好きな方が多くおられ、『生け花』を
楽しみ、職員とも冗談を言ったり、笑顔が見られていました。
さくら・すみれユニットでは、毎日のお参りは欠かせません。皆様
の楽しみでこれだけは続けています。新型コロナウイルスの影響がま
だ続きそうなので、皆様の体調に注意し、笑顔でお過ごし頂ければと
思います。

慈晃園の園庭に咲く桜も満開で、久しぶりに屋外に出て、
お花見♡『綺麗かなあ』『よう咲いとる』と、大変喜ばれて
いました。新型コロナウイルスの影響でなかなか外出は出来
ませんが、入居者の皆様が楽しく生活して頂けるよう、取り
組んでいきたいと思います。

（２）

ひばりユニットでは体操を行いました。皆様、出
来る範囲で身体を動かされておられます。４月８日
は、花まつりの法要があり、花御堂が各ユニットを
まわり、お参りのあと、甘茶を美味しく頂きました。
桜の花も見頃になり、綺麗な花を咲かせています。
天気が良い日には、桜を眺めに園庭にも出掛けてい
ます。

めじろユニットでは、たこ焼き作りを行いました。
生地を混ぜたり、『熱いですね』と言いながら、たこ
焼きをひっくり返されたり。出来上がったたこ焼きは、
皆様で頂き、『うまか～♡』と喜んで召し上がりまし
た。
かわせみユニットでは、２月３日の節分で豆まきを行い
ました。皆様、豆を手に持って準備され、『鬼は外！』
『福は内！』の掛け声と共に、豆まきが始まりました。
どんな鬼を退治しますか？と尋ねると、『頭の中で暴れ
ている鬼！！』等、ご自分の身体の中で起きている事を話
されました。豆まきで悪い鬼が退治される事を願います。
豆まきの後のお楽しみは、豆を食べる時♡皆様とても美味
しそうに召し上がっていました。また、来年も皆様と豆ま
きを楽しみたいです。
うぐいすユニットでのお誕生日会や花まつり
の様子です。お誕生日会には、お寿司が登場し
て、皆様大満足♡
３月のひな祭りの時期には、地域交流室に雛
飾りを展示していた為、お雛様の前で記念撮影
もしました。和傘と一緒に素敵ですね。

やまぐちをご利用の有江様。事業所近くにある正専寺さん
の建て替えに大工時代に関わったとの事で、散歩を兼ねてお
寺を訪ねました。住職様に会う事ができ、本堂まで案内して
下さいました。本堂に上がると『天井まわりを主にしてきた。
まあだ、しっかりしとるな』と約５０年振りに見る事ができ
た本堂の天井まわりに、目を細めて見回しておられました。
４月８日に、近くの無畏庵さんへ、花まつりの甘茶
を頂きに出掛けました。花御堂のお釈迦様の像に甘茶
をかけ、お祝いし、最後に甘茶を頂きました。コロナ
対策の為、なかなか外出も出来ない状況でしたが、天
気も良く、近くの桜や、道沿いに咲く花を眺めたり、
久しぶりの外出にご利用者様も喜ばれました。

（３）

４月より、慈晃園でフロアーリーダー
をさせて頂くことになりました、山下で
す。入居者様にとって慈晃園での暮らし
に満足して頂けるよう、お１人おひとり
の想いに寄り添い、多くの笑顔を引き出す事が出来
るようにお手伝いさせて頂きたいと思います。不慣
れではございますが、頑張りたいと思います。どう
ぞよろしくお願い致します。
４月より多機能ホームやまぐちで管理者と計
画作成担当者をさせて頂きます。『やまぐち』
が利用されている方だけでなく、地域の方も交
流でき、皆さんが笑顔で過ごせる場になれるよ
う頑張っていきたいと思いますので、コロナウ
イルスが落ち着いた際には、またご協力を宜し
くお願い致します。
多機能ホームやまぐち
管理者 松岡 政人

４月より居宅介護支援セン
ターの管理者をさせて頂きます。
ご利用者・ご家族の皆様の『想
い』に寄り添い、
本人様が望まれる生活が出来るだけ実現でき、
住み慣れた自宅で、日々穏やかな生活を続けて
行く事が出来るようご支援が出来ればと思いま
す。よろしくお願い致します。
慈晃園居宅介護支援センター
管理者 平野 静子

フロアーリーダー 山下 葉子
４月より、デイサービスセンター
の相談員をさせて頂く事になりまし
た。ご利用者様が、安心・安全に過
ごせる、また、ご家族の方に信頼し
て頂けるような笑顔溢れるデイサービスであるよう
日々頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお
願い致します。
デイサービスセンター
主任生活相談員 金子 淳子
特別養護老人ホームの生活相談員
へ配属されました金子博俊です 。
ショートステイも担当させて頂きま
す。以前はデイサービスを担当して
おりましたが、経験を積んで、
パワーアップしたいと思います。入居者様の生活のお
役に立てるように努めて参ります。よろしくお願いし
ます。
生活相談員 金子 博俊

４月８日の花まつり法要は、花御堂の
『お釈迦様』が各ユニットを回って下
さり、皆様懐かしい想いと共に、『甘
茶』を真剣な表情でかけ、満面の笑み
で過ごされました。子どもの頃にも
どったような懐かしい時間でした。

ユニット調理は予定通り実施しており、利用者の
方に、野菜の皮むきや種とりと、下処理を手伝って
頂いたり、魚やフレンチトーストを焼いて頂いたり
しながら、会話も絶えず、楽しく行っています。
普段はパンを召し上がらない利用者の方も、自分
で作られた事もあって、『今日は食べる』と言われ、
喜んで食べて下さいました。今後も、利用者の皆様
が楽しみにしてもらえるようメニューを検討してい
きます。
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ボランティア 大窪様
雛人形の飾りつけをして
下さいました。
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