
しいきいき新圃∴∴∴闇藷 ���� 
2020°1月号 ��� 

H VOL187　　　特定非営利活南法人福祉事 

l �●●　000°“〇°“〇〇°〇〇°00°－〃－ ��� 

l 　　　　　　l r「∴∴∴　　　　　　∴．∴∴：∴「 �；榊事講読前‾‾ l福祉事はNpO法人として斬たな会 憧諾謀計般会員会 lr福祉事応接団」として、ご参加いた ；蕊繋誌は賛助会員 

．真　一t樽　　　．● 

醐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！ 

ノ，＿七二㌢∴1連詩す　ら �I l l l i I 1 I i �lとしてこ支離をお願いして劫ます。 ；皆機の支えによってはじめて地域で 1の活動ができますので、よろしくご協力 ；を摘いします。 「一一一一一一一一一一一一一＿＿＿ ；鳩の拒提事 i i2020年、軋い年を迎えた。永山 

」＿「三年三〇、え豊　　　　　　　　　　　　吉1 
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L＿＿＿＿　職能重囲曲シター歯型！「 

「刑ナましたo今年もよろしくお願いします。」 

色々な事があった令和1年もあっという間こ過ぎ去って �l i l �1団地の島貫も少しづつ再生の形が見 ！ぇてきている永山3丁目12番地に 

しまい、規が付いたら令和2年に磨りました。 �i �l拙団地（蒜建て3糠）が去　し 

今年も色々な事がおきるのだろうな～。正直少し楽し �I �l　　　　年の嘉 iれ入居すでに生活が始まっている 

みでもあります。 �　　ヽ I14丁目の ��　　　　　　0 2では耐 

本当は・何も起きか、ことが一番なのですが、やはり �I �　　　震工事が出来あか 量2糠の職種も触工事が姶ま 

それは集配ですね、人は必ず老いるしいつか必ず人の �， �lった　こう �した再生の動きには地域に 

助けが必要か時が来ますo絶対です。人に助けを借り �l �！生詰る春満み碓う」” 

ることを嫌がる人が多いですが、本当に人に助けをかり � �i　　　　o i雑穀工事に伴う電音振動既存 

ることは、良くぢいにとなのでしょうか？ �I　　　　ヽ　ヽ l構築物の解体展果物　し 

離別こ助けられ・誰鵬助けることは、人間以外の動 �－ �　　　。そて再生さ lれた住宅への移駒越しでのストレ 

物でも自然に行っていること鰹と思います。 �l l �l　　　　　ス だ矧こ高齢期‾おる住民の引纏 

実瞭・裳々中部包括支蹟センター“見守り相峨窓口 �　o　　L　　　L ’lは環境の実化を含めて大きなストレ 

はいつも皆さんに助けられ乗務を行っています。専門職　　・ �l l �　　　　　　ス を与える311の震災での仮投住 

轄なんて格好つけていますが、実は、大した事できかl　　・ �l �　○○ 宅への移i国こ見られた病連死と同筆 

のです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． �l �　　　　L　lS を現象が心さ 

今年も一年皆さんの力をかりて、助けてもらい榔ら、　！ �1 1 �配　れる。 

助けてもらう磨けでは申し訳ないので、我々のできる最　　． �1 

大隈をお返しし・走って行きたいと思います。　　　　　． �1　　　　　　　　　　　時 

皆さんにいつも『虚構害しながら。　　　　　　　l 　　　　　　　　　　　　　　　　1 �l l　　　‘ふ 

l 今年師部包括・見守り相放窓口をよろしくお願いします。i 　　　　　　　　i �l　　‘ 王∴∴一∴鰯総 
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郵便配達人

21世紀の今でも

郵便配達という仕事があるのはいい

赤い自転車に乗って

ポストの中へポトンと便りを入れていく
「郵便屋さんお手紙ありがとう」と

ポストに札をぷらさけている

ある日

郵便配達の女性に玄関で会った
「励みになっています」と

女性は笑みを浮べた
「ありがとうございます」

そんな言葉を私は伝える

私が初めて子供を産んだ時

電話がなくて

電報をうった
「男の子が産まれたよ」

父母はどんなに喜んだことか

そんなうれしい便りをもってきてくれる

道で赤い自転車に乗って
今でもコトコトと走る郵便配達人

あの箱の中に
いったいどんな便りが入っているのだろうか

ある人には悲しい知らせを
ある人には喜びの便りを

浜崎登志子

こんなきびしい21世紀の今でも

赤いコトコトとなる自転車に乗って
一軒一軒ポストにポトンと入れていく

こんな風黒はとてもいい

パソコンというものが発達しても

すぐに伝えることは出来るけれども

亡き父母からの風の便りかもしれない

平和を知らせる便りかもしれない
「郵便屋さん本当にありがとう」

今も赤いコトコトと音のする自転車に乗って

私の前を走っていく

／寵 十 五 十寸 描！ ↓ ���強 �．正 � 

「† 篭 

諒・ 豊－ 

講 

も劃し南国 �� �区 

ヽ　一 

ヽ 豆　l・ 　　ー掘顕 ����∴子　嘉子 　1 

」 
＼掬÷環‾ ∴一∴　隷∴ 

欝∴撃薄 
、し一一．、 　　　　　●′i●ei ・斗？‘二． �����∴li∵∴ 



こんにちは、かんじ鍛灸院の柳原幹治です

今月号は都合によりお休みとさせて頂きます

皆様、今年も良い年でありますように
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愕轄㌫チ加
l　作曲“山田耕作
I

l
津　美都

l

l一書の降る夜は楽しいペチカ

；ペチカ燃えろよお話しましょ
1　青書よ燃えろよペチカ
！ ∴　∴　∴　∴　∴　∴　∴　∴　∴　∴　∴　∴　∴

l

寒い冬、薪をくべる暖炉ペチカ、どこか

！ロシア風。北欧のイメージがありますね。

白秋の詩に山田耕作が曲を付け歌が完成
lしたのは、大正十二年（1923）十二月、満

！州（中国北東部）の唱歌教科書晒州唱歌
l集／専鞘科第－°ニ学年用』に掲載されま

！した。

当時その地域はロシアが支配していまし

膚嵩語課冨蒸器
i開拓農家村出現となったのでした。

『ペチカ』は、そのような時代背景の申

lで麗生した、満州で暮らす日本の子供たち

桂蕊慧諾認諾
；…龍諾豊ヵ
l　ペチカ燃えろよ　お話しましょ
l　火の粉ぱちぱちはねろよペチカ

！暖炉を囲んで家族がお話をする冬の夜、

書誌書家もうそこまで来ているの
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永山福祉 �事　2020年1月 �カレンダー　書 �遇月～土腰 �日ミニデイの日 

日　1　　月 ��火 �水 �木 �会 �土 

薫 ノ命 で∴ �ン二 、ヽ べ● ��1 �2 �3 �4 
元　日 �年輪休禦 �年拍休葉 �年船体禦 

表意断章 �旧年中は大饗お世話になり暮し ��た。 

．1 ����今年もより良し お祈りしておりま �1年でありますよ す。 l �スタッフ一同 

5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 

〇・縮械 �置裏鳥篭 �キーボード教書 �歌こえ �手蓋クラブ �Pc絹嬢 
14龍一 �13欝～ �噺井先生 �10時30分～ �10鴫～ �10鴫30分一 因暮網棚 

介機雷防体操 ��10鴫30分～ �国書・将棚 �ハンドマッサージ 
14時30分一 ��連字サロン �14鴫～ �14鴫～ 
ベン着手 15時～ ��13時30分一 因暮・糟糠 14鳥～ ��田暮・網棚 14鴫～ �14照一 

12 �13 �14 �15 �16 �17 �18 

体葉 �電照真筆 �績歌 �鮭手続 �〇番・縮糠 �国書・網棚 
成人の日 �13鴫～ �10鴫30分一 因番・将標 14鴨一 手電機塵 14鴫30分～ �10精一 国書・将棚 14畦～ �14噛－ �14鴫～ サンド偶真部 16鴫～ 

19 �20 �21 �22 �23 �24 �25 

休　簾 �善人豊 �置轟鷹雀 �若人讐 �歌こえ　　　　● �田暮・網棚　　● �お鶴しマッサージ 
囲碁・網棚　． �13精一 �囲碁・網棚 �10鴫30分～； �14鴫～ �14鴫－ 
14精一 ��14時～ �日暮・将糠　” �包括ミニ東電i �8番・持標 
介機予防体操 14鴫30分～ ベン着手 15鴫－ ��本鰹さん よろず相戦 14時～ �14鴫－ 霜田一席 15鴫～ �15鴫～ �14高一 

26 �27 �28 �29 �30 �31 � 

カフォケの日； �若人曇　　・ �簾轟庸響　・ �績歌 �輪手紙 �田暮・蒋購 �「「‡く′っ 
カラオケ　I �田暮・精練　“ �13鴫一 �0鴫30分～ �0欝～ �14鴫～ 

13時～ 定食 12時一 �14畦一 介機雷防備撮 14鴫30分～ ��日暮・将棚 14鴫～ �〇番・精機 14精一 

「‾「二二二二二二二二二二二二二「二二二二二「二二二二二‾二二二二二二二二二一二二二一二一一「籍認騙i
永山福祉 �事　永山名店街 �内　丁軋042 �－374－3201 �永山4－2－3－104 


