
 
 
  

〒470-2212 

知多郡阿久比町大字卯坂字桜ヶ丘 195 番地 

介護老人福祉施設 阿久比一期一会荘 

TEL：0569-47-0205  FAX：0569-47-0208 

「虹（にじ）をみつけました。」 
社会福祉法人 一期一会福祉会 

理事長 臼井 和香奈   
皆様、こんにちは。 
この頃、とってもうれしかった事は、家族で出かけた時に車中より「虹をみつけた！！！」

ということです。久しぶりに虹をみつけて、よくよく見てみると、本当に７色に、「赤、オレ

ンジ、黄色、緑、水色、青、紫」とはっきりわかれていて、それが不思議で本当にきれいなも

のでした。家に帰ってからはさらに、娘が疲れ顔の私を覗きこんで、「お母さん、にじをおも

いだして。」と元気をくれました。 
では、最近、しんどかった事は、子供達がインフルエンザや風邪で熱を出してしまった事で

す。去年もしんどい思いをしたので、栄養などには気を付けていたのに、もっと野菜を食べさ

せなければいけなかったのかと自分を責めてみたり、きちんと手洗いうがいをしない子供達を

叱ってしまったり…トホホ。隣の家の子供が引いたのであれば、「かわいそうに流行っている

のでお大事に」と優しい気持ちで言えるのですが、「流行っている風邪をひいた」という事実

があるだけなのに、身近な人になればなるほどマイナスの意味づけをしてしまいがちですね。 
そこで私は、そのつらい出来事を一度白紙にもどして、マイナスの意味づけをしていた事を

認め、ひとつの事実、ひとつの出来事として、ニュートラルにする事を心がけました。成長の

過程で誰でも風邪をひく、あたりまえの事と開き直り、時が直してくれるのを待ちました。時

が過ぎれば、苦労したり、悲しく思った事が、意味のある事だったと気づいていく経験を誰も

がされた事と思います。 
皆様も日々色々な事を経験し色々な思いをされていると思いますが、私自身のつらい時の乗

り越え方は、何かのヒントになりますでしょうか？ 
一期一会のご縁をいただきました皆様のご多幸をお祈り申し上げております。 



                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

2 日（木） 2 階誕生会 （2 階）

3 日（金） 
5 日（日） 

10 日（金） 
13 日（月） 

お花クラブ 
仲間の会 
体操クラブ 
美容 

（2 階）

（3 階）

（2 階）

 
14 日（火） 書道クラブ （2 階）

15 日（水） ご馳走の日  
17 日（金） 移動式理美容  
 お花クラブ （2 階）

22 日（水） 弘法様  
23 日（木） いちご誕生会 （3 階）

24 日（金） 体操クラブ （3 階）

 
2 階介護職員 村上友希

 
 4 月に結婚して遠方へ引っ越す事

となりましたので、3 月末で退職する

事になりました。 
一期一会荘で約 5 年間勤めて沢山

の事を学びました。ここで学んだ事を

活かし、次の人生を歩んでいきたいと

思います。皆さんに支えられて

仕事を続けられた事に感謝します。本

当にありがとうございました。

ご利用者、ご家族の皆様には大変お世話になり、ありがとう

ございました。 
そして、平成 29 年 4 月

なり、2 月末頃から各部署では

次号にて新人職員紹介をさせていただきます

願い致します。 

3 月 1 日時点で、6
フルエンザに感染し、現在

おります。また、感染拡大を予防するため、

嘱託医とも相談しながら対策を強化して

おります。 
面会については繰り返し

りますが、現在も 16
会をお断りしている事に加え、

面会も人数や回数をなるべく控えていた

だくようお願いしております。

皆様にはご心配とご迷惑をおかけして

おりますが、ご理解とご協力をお願い致し

ます。 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

階） 11：00～ 
階） 
階） 
階） 

14：00～ 
14：00～ 
10：30～ 
9：00～ 

階） 14：00～ 
昼食時 
9：30～ 

階） 14：00～ 
10：30～ 

階） 14：00～ 
階） 10：30～ 

 
いちご介護職員 藤村祐樹

 
 8 年間、阿久比一期一会荘で働かせ

ていただきありがとうございました。

3 月末で退職となりますが、ここでは

色々な経験をさせてもらい、そこで得

たものは、僕にとって大切な宝物だと

思っています。今後は別の環境で仕事

をしますが、頑張っていきたいと思い

ます。皆さんお世話になりました。
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とご迷惑をおかけして

おりますが、ご理解とご協力をお願い致し
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月末で退職となりますが、ここでは

色々な経験をさせてもらい、そこで得
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生クリームとフルーツ、チョコレートのデザート

タイプと、ツナマヨネーズとハム、レタスを一緒に

巻くサラダタイプの 2 種類を用意しました。どちら

にも合うように、生地に塩を入れたのがポイントで

す。ホットプレートでご自分の生地を焼いていただ

きました。皆さん大満足の仕上がりでした。

 
 
 
 
 
 
 

                              

  
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 2 月 18 日（土）、「知多半島春の国際音楽祭」

の一環として、一期一会荘内地域交流スペース

にて「春よこい！！ほのぼのコンサート」が行

われました。 
8 名のオカリナ奏者さんが、ご利用者様にも

馴染みの深い「ここに幸あり」「ふるさと」など

の曲を演奏され、普段なかなか聴くことのでき

ない素敵な音色を楽しみました。 

2 単位目職員の寶泉良子です。 
3 月 20 日より産前産後休暇、育

児休業をいただきます。どこかで見

かけたら声を掛けてくださいね。 

生クリームとフルーツ、チョコレートのデザート

タイプと、ツナマヨネーズとハム、レタスを一緒に

種類を用意しました。どちら

にも合うように、生地に塩を入れたのがポイントで

す。ホットプレートでご自分の生地を焼いていただ

きました。皆さん大満足の仕上がりでした。 

                              

 
 今冬もインフルエンザや感染性胃腸炎等が流行し

ております。 
感染予防の為、ご家族の中で感染性の疾患に罹っ

ている方がいらした場合には、施設にご連絡いただ

きますよう、よろしくお願い致します。

 
 
 2 月と言えばバレンタインデー！ということで、チ

ョコレートフォンデュも行いました。生クリームと

刻んだチョコレートを火にかけると、たちまち甘い

香りが立ち込めました。始まるまでは、「別々で食べ

たらいいのに」と仰っていた方もみえました。いざ

召し上がるとお口に合ったようで、「長生きして良か

った」と喜んでいただけました。
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 暖かな日差しに誘われて、お出かけする日も

増えてきました。先月は知多市の民族資料館

へ、可愛らしいお雛様を見に行ってきました。

お雛様だけではなく、昔懐かしい家財道

んざし、着物などの展示もあり、ご利用者様は

「懐かしいね」「こんなの持っていたよ」と話
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熱田神宮参拝 

熱田神宮まで外出しました。風が

冷たい日でしたが、「きしめん」で

温まり、参拝を終えました。 
途中で喫茶店の「あんらくや」に

立ち寄りました。写真の通り、カモ

メに餌付けをして間近で見ること

ができます。熱田神宮よりカモメを

目当てに参加される方もおられる

ぐらい楽しみな立ち寄りスポット

です。帰荘された際に感想を聞く

と、真っ先に「カモメが可愛かった」

と、皆様ご満悦の表情でした。

 3 月末をもって退職することになりました。

平成 19 年より阿久比一期一会荘に入職し、特

養、デイ、ケアハウスと 3 部署を経験させて頂

きました。多くの方に支えられ仕事を続けるこ

とが出来たことに感謝しております。皆様、あ

りがとうございました。尚、後任は現在、育児

休業中の谷端
たにばた

が引き継ぎますのでよろしくお

願いします。 

ケアハウス生活相談員

天  木  絢

  

日時：平成 29 年 4 月

     開会 11：15 閉会

     ご家族受付は 10
場所：阿久比一期一会荘内

     地域交流スペース及び中庭

 短い時間ではございますが、ご家族の方々と

一緒に楽しいひとときをお楽しみいただければ

と思っております。皆様のご参加をお待ちして

おります。 

熱田神宮まで外出しました。風が
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ケアハウス生活相談員

絢  子 月 2 日（日） 
閉会 13：00 
10：30 からです。 

場所：阿久比一期一会荘内 
地域交流スペース及び中庭 

短い時間ではございますが、ご家族の方々と

お楽しみいただければ

と思っております。皆様のご参加をお待ちして


