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みんなで元気に八木節音頭！
～ 今月の1枚 ～

☆歌と踊りのプレゼント☆
５月２３日（木）、杉の子保育園のかわいい子
供たちがラッパーズを訪問。来年は小学生にな
る年長組のみなさん、一生懸命練習した八木節
を堂々と披露してくれました。そのほか、先生
のピアノに合わせて歌ったり、入居者の皆様と
一緒に手遊びなどをして楽しい時間を過ごしま
した。最後には、子供たちから手作りのメダル

Ｋ・Ｅ様の作品

がプレゼン
トされ、入
居者の皆様

今月ご紹介するのは、先月「北
部運動公園」を訪れた際のひと

元気に八木節を披露する子供たち

＜ご入居者様の声＞

も目を細め

K様・・「とても良かったね。子供たちはほん

て喜んでい

と可愛い！ 踊りがしっかりされていて、綺麗だっ

コマをＫ・Ｅ様が描かれたもの
です。色合いも良く、とても素

らっしゃい

たよ。先生の言う事もしっかり聞いていて偉い。

晴らしい作品です。

ました。

今度はいつ来てくれるんだろうね。楽しみだよ。」

有料老人ホームとは？

のではなく施設に勤務している看護・
介護スタッ フが24時間365日、皆様 の
介護にあたります。また、「健康型」
とは 違い 、元 気な 時だ け でな く、 た

ラッパーズは何型？

とえ 介護 が必 要に なっ た 場合 にお い

有料 老人 ホー ムは 、介 護サ ービ ス

設入 居者 生活 介護 の指 定を 受け てお

ても 退去 する 必要 はな く 、引 き続 き

の 利用 方法 や退 去の 要件 によ って 、

り、 施設 職員 が介 護支 援専 門員 の作

ご利用いただけます。

「 介護 付」 「住 宅型 」「 健康 型」 の

成す るケ アプ ラン に沿 って 、介 護や

３つに分かれます。

リハビリを提供します。

「介 護付 」と は介 護保 険の 特定 施

皆 様、 今後 とも ラッ パー ズ太 田 を
宜しくお願いいたします。（Ｙ・Ｋ）

「 住宅 型」 とは 介護 が必 要と なっ
た場 合に 外部 の介 護サ ービ ス事 業者
を利 用す るこ とに なり ます 。つ まり
「介 護付 」と は違 い、 施設 のス タッ
フが介護を行うことはありません。

施設 によ って さま ざま な違 い、 メ
リ ット やデ メリ ット があ りま すが 、

「 健康 型」 とは 、元 気な 方の みを

ラ ッパ ーズ 太田 は介 護保 険の 特定 施

対象 とし てい るた め、 介護 が必 要と

設 入居 者生 活介 護の 指定 を受 けた 介

なっ た場 合は 退去 とい うこ とに なり

護付有料老人ホームです。「住宅型」

ます。

と は違 い、 外部 から 介護 職員 が来 る

マイベスト～私の○○～！
私の趣味は、音楽鑑賞です
。今一番聴いているのは、
「ユニ コーン 」とい う、歌
手奥田民 生率い る５ピ ースバ
ンドです 。兄が 昔良く 聴いて
いまして 、その 影響か らか私
も好きになりました。
ちなみ にこの バンド は、１
９９３年 に解散 し、２ ００９
年に活動 再開を 果たし た超人
気で、有 名なバ ンドで す。活
動再開の ニュー スを聞 いた時
は、涙が出て興奮しました。
ユニコ ーンで 有名な 曲と言
えばなんといっても「大迷惑」
ではない でしょ うか！ ！オー

ケス トラを 舞台に したPVは今
でも 鮮明に 覚えて います 。個
人的 には「SHE SAID]が好き
ですけどね。笑
今年か、来年こそはユニコー
ンのライブを観に行こうと思っ
ています。 （Ｓ・Ｋ））

スタッフより一言
移りゆく季節を感じながら、皆
今月皆様に お勧めし たいのは「 宇宙
兄 弟」です。 先月、ツ タヤに行っ て何
か映画の探索をしていたら「宇宙兄弟」
と いうタイト ルに立ち 止まり、こ れは

様と過ごし始めて３年９カ月が経

見 るしかない と思い借 りてみまし た。
この映画は 、感動で 兄弟共に同 じ夢
を 持ち 、 夢は 決 し
て 諦め な けれ ば 必
ず 叶う ん だと 気 付
かされる映 画です。
是 非ご 覧 にな っ て
はどうでし ょうか。
僕 もい つ か宇 宙 飛

いますので、今後ともよろしくお

行士に…（Ｓ・Ｋ）

ちました。至らぬところも多々あ
るとは思いますが、若さと元気いっ
ぱいな笑顔を届けていきたいと思
願い致します。

（Ｙ・Ｓ）

ラッパーズ太田の行事や日常風景を写真にまとめました。

「藤の花」

「屋上庭園」
甘い香りに誘われて、今年も
藤のお花見に行ってまいりま
した。お出掛けが気持ちいい
季節になってきたこの頃、入
居者の皆様を待っていたかの
ように今年もきれいに咲いて
くれましたね。ラッパーズか
ら歩いて５分ほどのところに
あるこの藤棚はとっておきの

お散歩コースです。藤の花が咲いた後は、いよいよ夏が近づ
いてきます。涼やかな木陰を期待しつつ…。

「お寿司バイキング」

２階にあります屋上庭園は皆様の憩いの場。太陽の光には、
自律神経のバランスを整える働きがあるとか。梅雨に入る前の
今、和やかなひとときを・・・。

「避難訓練」
緊急時に備え定期的に避難
訓練を実施しています。
実際の災害時を想定した訓
練に、緊張感が漂います。
職員間の声掛けをしっかり
行い、入居者様の安全を確
保できるよう、務めていき
ます。

今回のネタはまぐろ、サー
モン、エビ、ほたて。他に
もイクラや巻物などご用意
しました。暑い時期はお寿
司はお休みになりますので、
また次のシーズンををお楽
しみに！

「フラワーアートクラブすいせん」

「楊枝工作」

現在「矢 車草」を作成中で
す。皆さ ま競い合うように
手慣れた 様子で作業が進ん
でいます 。来月には完成品
をご披露できると思います。
ご期待ください。

レクリエーション活動にて七
福神の楊枝アートを制作して
おりおります。下書きされた
絵に色をつけた楊枝を刺して
いく細かな作業に苦戦してい
ますが、楽しみながら取り組
んでおります。

『意外と知らない?! 姿勢の重要性』
13時半～多目的ホールにて
＆お好み天ぷら（昼食）

6月1 日より生活相談員のＫ・Ｍが
復帰いたしました。皆さま、よろし

Ｔ・Ｍ

☆お知らせ☆

なりにけり

26日(水)湯切りさぬきうどん

文芸コーナー

15日(土)地域交流事業セミナー

暑さ柔らぐ 鐘の音が
そっと奏でる 縁側の中

髪の男と

13日(木）焼き立て餃子の実演（昼食）

日が上がり

半白の

6日(木）選択メニュー

Ｔ・Ｋ

【四方山話】 ▼「五月雨や大河の前に家二軒」与
謝蕪村の６月を季語とした有名な俳句。「暴れ梅雨」
という言葉があるが、梅 雨の雨は人間にとって大き
な被害をもたらすことも 少なくない。それでも梅雨
がなければそれもまた害 となる。▼６月に結婚する
と幸せになれるという。 ジューンブライド、結婚の
守護神ジュノーが June
の語源であることからそう言
われているが、最近では あまり聞かれないように思
う。若い人たちはもっと 現実を見ている。暦や六曜
よりも式場の値段優先だ ったりするらしい。▼「父
の日」を忘れてはいけな い。母の日に比べて少々影
の薄い父の日だが、最近 のお父様方は、仕事はもち
ろん家事に育児に忙しい 。イクメンだのイケダンな
んて言葉がとびかい、男 らしさに母性まで備えなけ
ればならない。大変なお父様方に大きな感謝を！

☆６月の予定☆

くお願いいたします。

【編集後記】
樹々の緑深くなり初夏を感じる季節となりました。ラッパーズ新聞は、今月号より「ラッパーズ便り」として生まれ変わりました。私たち
編集委員も気持ちを新たにして、さらにお楽しみ頂けるような広報誌にしていきたいと思っております。今後ともご愛読いただきます様、よ
ろしくお願いいたします。地球温暖化の影響があるのか、今年は例年より早く梅雨入りしたそうです。この変化慌しい季節を知恵を絞って乗
り切りましょう！（麻）

