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八月のボ ランテ ィアと実習生
山田国昭様 風見とみ子様 矢花光様 大塚満様
協力牧師 の方 々

介護 ヘルパー
齋木利治

介護 ヘルパー
廣瀬亜希子

九月 のお誕生 日
野澤千枝 子様

相談員 日誌
飯山 佳成 子
「
あれ、見た事ある顔だ
なあ。職員さんはど こから
来 てる の？」Ｋ様と顔を合
わせると、決ま って尋ねら
れる。 「
あら、筑波山 の方
な の。遠 いな。」 「
筑波 山は
友達とよく遊びに行 った
よ。三輪車 に乗 って行くん
だど。あそこの温泉 は良 か
ったな。」「
今 はもう駄目だ
な惚けち ゃ って。そろそろ
百歳 にな るんだど、オ レ
は。何 でも忘れ て、死ぬ の
も忘れち ゃ ったんだわ
な。」「
ア ハハ…。あ れ、職
員さんはど こから来 てる
んだ っけか？」
自由奔放 で気が強く、関
わ る時 に大変な事も多 い
が、前向き で明る いＫ様 の
笑顔 に つられ、自然と周り
も笑顔 にな る。「
職員さ ん。
オ レは、ここでみんな のお
世話 にな って幸 せだど。本
当だよ。」
特養 では九割近く の方
が認知症 であるが、穏や か
な雰囲気 の中 で過ご せる
のは、利用者皆様 の人柄 に
よるも のが大き いと思う。
支え る私たちが、許して頂
いていることも沢山ある
だろう。それを忘れ ては い
けな い。これからも、個性
豊 かな皆様 の笑顔が守ら
れ、楽 し い思 いが尽きな い
様 に。日 々、丁寧 に丁寧 に
関わりを続け ていきた い。
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昭和八年九月十七日 （
八十五歳）
お誕生 日おめでとうござ います。

理事長兼総合施設長 宇都宮和子

い つど こでも起 こる災害 に備え て
三年前 の九月六日、鬼怒川 の氾濫と同時 に常総市 は水 で
溢れ景色 は 一変、橋 の下ま で水が溢れ、自宅 に帰れず水 の
怖さを体験す る。同時 に生活困難な高齢者、障害者 二十九

ければと思 います。

皆様 に支えられ、 又支え て行けるよう 日 々の準備を してい

これからも常総市と連携を取りながら、災害時 には地域 の

本当 に大切、緊急時を想定 し環境、備品 のチ ェックです。

高齢者 二百名 の方 々と共に生活している ので、水、電気 は

震・
津波が何時ど こで起 こ っても不思議 ではな い。障害者 ・

本当 に美 し い日本、海 に囲まれ ている日本 は雨 ・風 ・地

作業を している姿 に い つも感謝とプ ロ意識を感 じます。

自衛隊や消防隊員 の方 々が駆け つけ時間と戦 いながら救助

山 々の地層 は自然 の怖さを表 している。そ の厳 しさ の中 に、

を巻き込み尊 い命が奪われました。茶色 い山肌に変わ った

北海道 に震度七 の地震、自然 の山 の木 々が崩れ落ち、人家

共に生活した ことも忘れな い。 そんな思 いの六日 の早朝、

名施設 で受け入れ、多く のボ ラ ンテ ィアに支えられ三カ月、

機関紙ほほえみの記事は、筑波キングスガーデン個人情報保護方針に基づき、了解を頂いた上で掲載させて頂いております。

新規採用 ヘルパー紹介

ヘルパー 木村美香

アロハで夏気分！

ご家族と一緒に

【
九月】
四日
六日
九 日 ・二十三日
十 二 ・二十六日
十七日
二十七 日
音楽と聖書クラブ
二十九 日
【
十月】
四日
九日
十日 ・二十 二日
十 一日
十四日 ・二十八日
二十 一日
二十五日
音楽と聖書クラブ
二十九 日

【
編集後記】
涼 しくな ってきましたが、台風など の
災害 には注意 していきましょう。備えあ
れば憂 いな し。今秋も元気 に楽 しく過ご
しましょう。
ヘルパー 高橋 （
浩）・野田 （
隆）

努力します。

認知症が題材 の本格的な舞台劇
『
ペコロスの母に会いに行く 』
虹 の架け橋
皆様 に紹介させて頂 きます。

かき氷

暑い日は

立 てる よ う 日々

日時

皆様 のお越 しを心よりお待ち しています！

主よ。なんと幸 いな こと でしょう。
あなたに信頼す るそ の人は。
詩篇 ８４編 １２節

美味しいな～

サ マー フ ェステ ィバ ル

0297(24)5139

い つも尊 い働き ありがとうござ います。

特別養護老人ホーム
筑波キングス・ガーデン

八月十 日に、サ マー フ ェステ ィバ ルを行 いました。連 日猛
暑 の日が続き、当 日も暑さが心配 でしたが、今年度 は暑さ対
策 の為、開始時間を 一時間遅ら せていただき、雨も降 ること
なく、無事終えられた事 に感謝致 します。
当 日、ご利用者 にはア ロハシャツを着 ていただき、南 国 の
雰囲気を味わ っていただきました。当 日は、やきそば、 フラ
廣瀬 昇様
ンク フルト、かき氷等、様 々な出店を出店 しました。各ご利
長男 廣瀬 進様
用者 「
お いし い」と完食 して下さり良 か った です。
「
写真を撮 っても いいです か？」と声をかけさ せていただく
父は若 い頃、自営業 ・自転車店をしておりました。 と、ど のご利用者も 「
いいですよ」とカメラを向けると、 に
昔 は繁栄 した そう です。 陽気な性格 と話好 きな の っこりと笑顔を見せて下さ います。今年も楽 しんでいただけ
で、客人が途切れませんでした。
て良 か った です。またひと つ、思 い出が増えました。
趣味 は、魚釣りで特にや ま べを釣 っていました。
毎 日、朝早く起床 して近く の川に釣りに行 っており
ました。
筑波 キ ング ス ・ガーデ ン、デ イサービ ス利用はじ
め の時 は、行 く のを かな り嫌 が って いま したが、
徐 々に行く のが楽 しくなり、早く迎え に来な いかと
何度も外 に出 て待 っていました。シ ョート ステイ利
用時 には、病院受診時、迎え に行くと、喜び、送 っ
て行くと 「
家 の方向と違う」と怒 っていました。月
日がた つに つれ、送 る時 は、自ら、キ ング ス ・ガー
デ ンの玄関に歩 いて行くよう になりました。
本人にと って、キ ング ス ・ガーデ ンは、憩 いの場
と思 っているよう です。

（NO.362）

み な様 の お 役に

美しい田園と筑波山

平成 三十年十 一月十日 （
土）
特養 入所 の四季
施設長 小川内秀樹
十三時開場／十四時開演
真夏 の太陽 の下、 ひまわりではなく、黄金 の穂が、熱風 の
注ぎ に揺れ、 田んぼ全体が、海 のよう に波を打 つ。施設 の周 場所
りは自然が多 く、夕暮れ の空 に、雲と青 と紅 の空気が混 じり
常総市地域交流 センター （豊田城 ）
あう。と ても美 し い風景だと思う。
自由席 ３０００円 （
税込 ）
入所す ると、 そ の生活 の延長線上 に、行き着 く先 には亡く
な ると いう事を見込む。あえ て言うなら、 そ の時点 で看取 り
が始ま って いると思 っても良 いと思う。なぜなら、亡くな る お問い合 わせ
寸前 に、家族と私たち にでき ること は、 ほん のわず かだ から 常総市高齢福祉課 支援係
だ。ようやく入所が でき て、安心す る のは当然 のこと であり、 ＴＥＬ ０２９７ （
２３ ）２９３０
虹 の架け橋
春 の暖 かさを感 じている時 に、冬支度を急 いです るような こ
とは無 い。ただ、 一年 は、あ っと いう間だ。
高齢 にな ると いう事 は、間違 いなく体が老 いると いう事 で
あり、年単位 で進 んできたも のは、月、週単位とな り、 そ の
日、 そ の日とな る。 そ の為、施設に入 ったら、 でき るだけ、
楽 しみや交わり のあ る生活を送 り、安心と笑 いのあ る時間を
すごす事が、 そ の方 の人生そ のも のにな る のだと思う。
一緒 に見た夕 日、散歩 の肌に感 じる秋風、何気な い会話 の
笑 い、共に悲 しむ涙、痛 みを分 かち合う思 い、 日 々の思 い出
こそが、 い つま でも、心 の財産 である。 「
こう いうわけ で、 い
つま でも残 るも のは、信仰と希望と愛 です。 そ の中 で 一番す
ぐれ ている のは愛 です。」 聖書
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