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「今年は成年」

新年あけましておめでとうございます。

今年は、戌年ですね。戌年の男性は、頭脳明晰、正義感が強いそう

です。戌年の女性は、忠義心に篤く、信頼されるそうです。

成年の方々は、忠実で信頼度が高い人たちといわれています。

このコラムを読んでいる方の中でも年男、年女の方もいらっしゃると思

います。今年生まれの方もそうでない方も、今年1年幸多い年になりま

すようにお祈り申し上げます。

中部地域包括・見守り相談窓口職員一同、地域に信頼されるよ

に頑張りたいと思います。

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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iRの糖種事

長いお休みをいただきご利用の皆さま

には大変ご迷惑をお掛け致しました。

賢者による言には、先の見通せない

不安感は平安末期に似ていると言わ

れてます。この街は新しく若い街で、全

国から人が寄り集まった街。他者を押

しのけないと暮らしていけない処だと。

しかし、コミュニティは他者を信頼する

ことから初めて出来上がるもの。他者を

思いやる気持ちがなければ、お互いを

受け入れる絆は結ばれません。

少なくとも福祉事は、そうした地域社

会づくりのために存在するものだと思って

おります。そうした地域づくりのために、

改めて皆さまのご支援をお願い致しま

す。（隆）
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福祉亭からの眺め35回「新しい年に平和の希望をもって！」　山川　暁 

福祉事のお客さんには新たも希望を持って2018年を迎えることができたでしょうか。そうであることを願っていますが、 

福祉章から地域社会を、またこのニッポンという国を眺めるとき、必ずしも新たなる希望が与えられるのかというとことに、 

危惧を抱かされるからです。それはこの国が福祉享に足を運んでくださるお客さんの生活に確実に保障を与えてくれてい 

るとは言えないからです。むしろ、不安を与えていると言った方が当たっているのではないでしょうか。アベ政権は福祉事に 

足を運んで下さるお客さんをはじめとして、この国の高齢者に希望を与えてくれている政策を実施しているようには見えま 

せん。 

多摩市において、今年は市長選が行われます。高齢者にやさしい市政を行なう市長が誕生することを願っています。 

また、東京都の小池知事の都政にも厳しい監視の目を注いでゆきたいものです。 

昨年はトランプ大統領と北の共和国のショウサンさまによって、世界はすっかり引っかき回された1年でした。その中で、 

わがアぺ政権はただいたすらに、トランプさんにすり寄り、ご機嫌取りに尽くし、高額の武器を相手の言い値で購入する 

約束をするといった体たらくでした。これは、アベ政権にはこの武器代金を福祉政策に用いるという発想がないことを示し 

ています。 

しかし、不思議なことに高齢者からは怒りの声が上がった気配はみられませんでした。主権者のためにならない政治に 

対しては、主権者は怒りの声を上げるべきではないでしょうか。怒りの声を上げない主権者は、政権を握っている政治 

家から軽んじられてしまいます。 

昨年の年の瀬に、ヤマタさんという方が福祉手に来店してくれました。亡きミナトさんと親しくお付き合いのあった方であ 

ることがわかりました。それでミナトさんのことが懐かしく思い出されたのでした。福祉車をこよなく愛してくれたのか亡きミナ 

トさんでした。ミナトさんは平和主義者として多摩市の市民活動に熱心に関わってきた方でした。ミナトさんは天国から 

福祉事を見守ってくれています。そのミナトさんが望んでいたことは福祉事のお客さんが平和に暮らせることでした。ミナト 

さんの思いが通じる1年であることを念じてやみません。 
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おことわり かんじ先生のご都合により今月の掲載はお休みとさ せていただきます。来月をお楽しみに。 　－ � 
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永山福祉事　2018年l R∴nLシター毎遭月一土嚢日ミニデイの日

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 

1 �2 �3 �4 �5 �6 

年継体篇 �� �雑事〇着標目 �手葺け弓1　　　霊葉さんの 

遁着さんの柵置 15着－ �10篇30分－ �pc複葉 10篇30分－ 

7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 

体重　　　慮人の日　置教青書 ���いきいき事禦 �8番・持場 �8番・持場 � 

体重 �13着一 〇番．意義 �10篇30分－ 細事 �14篇一 事こえ 

14〇一 曲事細腰 16〇一 �〇番・着後 14着－ �loM30分一 �14〇一 介意予防体操 14鴫30分－ 山側きんの 掃〇日15着－ 

14 �15 �16 �17 �18 �19 �20 

体重 �8番・持場 �後置〇着 �若人義 �S基・着後 �手蔓クラブ �サン約m接着 

13篇一 �漢書・着後 �14着－ �10着－ 

14篇－ �8番．着後 �14喜一 ��器基・持義 

ベン書手 �14〇一 �ロマンスの書 ��14篇－ �16喜一 

15M一 �曲事強腰 16篇－ �14着－ ��介細事鵬備後 14篇30分－ 

21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 

体重 �義人後 漢書・着後 �置重篤書 �いきいき軍書 �8番・着後 �■基・意義 � 

カラオケの日 ��13〇一 ��14篇－ �14着－ 

3細30分－ ��8番．病後 �農事サロン �教こえ �介〇番動体場 

14〇一 �14M－ �13書30分－ �10購30分－ �14輸303－ 

出霊強腰 �8番．着意 �雑書一重 �甘露ミニ書き 

1eM－ �14篇－ �ひよる義 15着303－ �15〇一 

28 �29 �30 �31 � � � 
● � � � 

越雛ふれ的l �8番・持場 �13篇－ �14〇一　　　　　　　　　　　腫　　　れ 

フォーラム �14購－ �8番．持場 14篇－ �　　　S． ；招　　　一 さ 

田富強腰 16篇－ �卒∵TT二九、年篠尋 

永山福祉車　利用可能時間10－18時（但し、調理乗務は17時でオーダーストップ）

ルソナーの予定は多少嚢更があることがあります。こ了承下さい。定食は日著わりでご用意しております。

毎日の定食は自書わりのメニューで温かいご飯とおかずに昧嶋汁がついています。お召し上がり下さい。

永山福社章永山名店館内　　TEL的2－374－3201　永山4－2－3－104
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