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祝！ラッパーズ敬老会
～ 今月の1枚 ～

素敵なハーモニカの音色に包まれて
ラッパ ーズ太田では ９月１１日、 ２階

敬老 会と なり

多目的ホ ールにて敬老 会が行われま した。 ま し た 。 「 ま
傘寿（８ ０歳）の方が ２名、米寿（ ８８

た演 奏を 聴き

歳）の方 が１名、卒寿 （９０歳）の 方が

たい なぁ 」と

１名、ラ ッパーズ太田 の中で最高齢 、１

いう お声 をた

０１歳の 方が１名、計 ５名の方々を お祝

くさ ん頂 き、

いし、色 紙を贈呈いた しました。そ の後、 素 敵 な 敬 老 の
ボランテ ィアの方によ りハーモニカ 演奏

プレゼント となったようで す。演奏終了

が披露さ れ、入居者の 皆様もリズム に合

後にはラッ パーズ太田より 、入居者様一

わせハー モニカの音色 と共に大合唱 。素

人一人に膝掛けのプレゼントが贈呈され、

敵な演奏 に涙

笑顔で喜ん で下さいました 。来年は、皆

を流す入 居者

様にどんな プレゼントが用 意されるので

様や踊り だす

しょうか！ 元気で素敵な一 年を過ごして

職員もい て、

頂けるよう 職員一同心より 願っておりま

とても楽 しい

す！

施設長

退任ご挨拶

敬老会終了後、 各ダイニ
ングにて、おやつ「紅白ま
んじゅう」が提供されまし
た。中にはあんこがギッシ
リ！紅と白の鮮やかな色で
縁起もいいですね。

（Ｔ・Ｋ）

少し ずつ では あり ます が高 める こと

新施設長

就任ご挨拶

が出来ました。それに伴い地域の方々、

携しながらの「介護サービスの提供」
がで きる とい う強 みを 最 大限 に活 か

九月 三十 日を 以っ て施 設長 を退 任

地域 医療 ・福 祉関 係者 のご 理解 も得

この たび 堀江 貞之 施設 長の 後任 と

しな がら 「入 居者 と家 族 の幸 せ」 を

し 、十月 一日か ら堀江 病院相 談役

られ るよ うに なり 、所 期の 目標 も現

し て十 月一 日付 で施 設長 に就 任い た

スタ ッフ とと もに 追い 求 めて まい り

（ 非常 勤） とし て引 き続 き勤 務す る

実の もの とな りつ つあ りま す。 とは

しました倉上和裕でございます。

ます 。そ して 、「 ラッ パ ーズ 太田 」

こ とに なり まし た。 在任 中、 入居 者

いえ 、入 居者 様、 ご家 族様 には まだ

前施 設長 にお かれ まし ては 、「 入

を選 択し 利用 して 良か っ たと 皆様 方

様 との ふれ あい の時 間は 、わ ずか で

まだ ご満 足い ただ けな いこ とば かり

居 者と その 家族 の皆 様方 の利 用満 足

から 思わ れる よう な施 設 運営 を行 っ

し たが 私に とり まし ては 大変 密度 の

と申し訳なく思っております。

度 の向 上」 と「 当施 設の 設立 メリ ッ

てまいります。

濃 い充 実し た一 年で した 。有 難う ご
ざいました。

十 月一 日か ら就 任す る新 施設 長に

ト を活 かす 」こ とを 念頭 に置 きな が

な にせ 微力 では あり ま すが 、全 力

対し て も、 変 わら

ら 施設 運営 を行 い、 素晴 らし い実 績

を傾注し 務めさせ

ない ご 厚情 を 賜り

を 残さ れま した 。あ りが とう ござ い

ていただ きますの

は、就任時に目指した

ます よ うお 願 い申

ました。

で、なに とぞ皆様

「 医療 と看 護の スム ーズ な連 携を 構

し上 げ 、退 任 の挨

私も 入居 者と 家族 の皆 様方 に「 安

方のご支 援ご協力

築 」し 、「 病院 立の メリ ット を生 か

拶と い たし ま す。

心 ・安 全・ 快適 」な 利用 サー ビス が

よろしく お願い申

し 、入 居者 様の 増加 」等 に最 優先 に

提 供で きる よう な施 設運 営を 心が け

し上げます。

取 り組 んだ 結果 「信 頼の きず な」 を、

て まい りま す。 「医 療と 看護 」が 連

振り 返っ てみ て印 象深 かっ たこ と

マイベスト～私の○○～！
私のマ イベス トは、 映画
「 風立ちぬ 」の主 題歌に なっ
た 「ひこう き雲」 です。 映画
は 先日、引 退を表 明され た宮
崎 駿監督の 作品で 、映画 自体
す ばらしく 、最後 はウル ウル
と してしま いまし た。こ の映
画 に「ひこ うき雲 」とい う歌
が ピッタリ
な のです。
歌 っている
の は荒井由
実 。松任谷
由 美が結婚
す る前の１
９ ７３年に

発表 したデ ビュー アルバ ム
「ひ こうき雲 」の中 の一 曲で
す。 この曲は 、荒井 由実 が高
校三 年の頃に 起きた 高校 生同
士の 飛び降り 心中事 件を テレ
ビで 見て、小 学校時 代の 同級
生の 男子が筋 ジスト ロフ ィー
で亡くなった ことを思い出し、
その 両方から 着想し て書 かれ
た曲だそうです。「風立ちぬ」
のキ ャッチコ ピーは 「生 きね
ば。 」まさに この映 画に ぴっ
たりな曲です。「ひこうき雲」
以外 にも「雨 の街を 」と いう
曲も オススメ です。
（Ｓ・Ｓ）

スタッフより一言
だんだん寒くなってきました。
私がオススメするのは、伊勢崎市オー
ト レース場近 くにある女 性に人気 のカ
フ ェです。こ このパンケ ーキは普 通の
も のと違い、 フッワフワ していて とて
も おいしいで す。一枚か ら注文で き、
ト ッピングも 自由にでき ます。ま た、
パ ンケーキ以 外にもグリ ーンカレ ーも
お いしいです 。スパイス が効いて いて
やみつきになりま
す。店内はいつも
混んでいるので予
約して行くのをオ
ススメします。
（Ｍ・Ｋ）

１０月とは、神無月（かんなづき・
かみなしづき）神々が出雲の国へ
行ってしまい留守になるという意
の「神なき月」が転訛して「神無
月」と呼ばれるようになったそう
です。

（Ｏ・Ｍ）

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。

「ラッパーズ４年間の感謝を込めて」

「ハワイアンヨガ」
９ 月の 地 域
交流事 業は、
キラウ エア観
奈子先 生によ
る、「 簡単ハ
ワイアンヨガ」でした。ゆっ
たりとした癒しの音楽の中、
肩や肩甲骨を無理なく伸ばす
動きや、長く深い呼吸で全身が自然に温まってきます。参
加者の皆様からも大好評！「ぜひまた開催して欲しい」と
たくさんリクエストをいただきました。

「秋の夜長」

９月1日でラッパーズ太
田は４周年を迎えました。
２日の昼食は、４年間の
感謝を込めまして、４周
年記念松華堂弁当を入居
者の皆様にご用意いたし
ました。
お祝いのお赤飯に、皆
様も「美味しかったよ」
と喜んでくださいました。
５年目に入り、これからも入居者の皆様、ご家族の皆様
に少しでもより良いサービスを提供できるよう、職員一
同努力してまいります！

「花から実へ」
１９日の夜は十五夜です。雲
もなく、きれいな満月が秋の
夜空に輝いていました。次回、
十五夜の夜に満月になるのは
８年後。また、入居者の皆様
とお月見できることを願った
夜でした。

収穫の秋ということで、少し季
節外れではありますが、ラッパー
ズ屋上庭園にて、一生懸命育った
スイカを収穫致しました。少々小
ぶりではありましたが、入居者様
の愛情をたっぷり受けて、赤く甘
く育ってくれました。来年はもっ
と大きく実りますようにと願いを込めて・・。

「日常風景～屋上庭園～」

「日常風景～コミュニケーション～」
日々のコミュニケーション
は私達スタッフにとっても、
入居者様にとっても大事な時
間であり楽しい時間です。
笑顔が尽きない楽しい時間
をもっともっと共有していき
たいと思っております。

日に日に涼しくなってきたこ
の頃。屋上庭園にて散歩しまし
た。上記に掲載してあるスイカ
を見つけ「食べたいね」と、ま
たお花や空を眺めて。「綺麗だ
よ、気持ちいいよ」とおっしゃっ
て頂き素敵な散歩となりました。

文芸コーナー

今朝の空

他の行事等で、曜日の変更、中止など

定かに見えし

（各階、３週に１回ずつとなります）

Ｅ・ Ｙ

セレクトメニューを行います。

稲穂波打つ

☆１０月から毎週火曜日、各階交代で

小雨そぼ降る

ハロウィンメニュー（おやつ）

鳴き止みて

３１日（木）セミナー

秋来しと

２９日（火）避難訓練

そよ風渡り

２８日（月）県民の日メニュー（昼食）

蛙の声も

ほばらむ稲田に

１７日（木）十三夜メニュー(昼食）

賑わいし

１４日（月）運動会弁当（昼食）

Ｅ・Ｙ

【四方山話】 ▼秋 、肌 寒く 感じ るよ うにな り、 木々
の葉が赤く染まる紅葉の季節。紅葉狩りは、万葉集や 源
氏物語、百人一首などにも登場し、古くから楽しまれ て
いた。江戸時代には八代将軍徳川吉宗が東京都北区に あ
る飛鳥山に桜とかえでの木を植樹し、現在でも紅葉の 名
所となっている。▼「狩り」というのは「草花を眺め る
こと」も意味し、平安時代には実際に紅葉した木の枝 を
手折り 狩(り し
) 、手のひらにのせて鑑賞していた。同 じ
ような思い出が皆様にもありますでしょうか。▼紅葉 と
並ぶ秋の風物詩、お月見。中国から伝わったという説 も
あるが、日本では豊作を祈り、田畑でとれたものを供 え
て感謝する行事として江戸時代頃定着した。十五夜に 次
いで美しい月とされるのが十三夜。何気ない風景一つ で
も時にはとても素晴らしく感じられる。いつの時代も 同
じ、自然を愛する心を忘れずにいたい。

☆１ ０月 の 予定 ☆

もありますが、ご了承下さい。

【編集後記】
日ごとに深まる秋をちょっと先取りしようと、東北、山形へ行ってきました。ぶどう・玉こんにゃく・米沢牛・ラフランス・鯉の甘露煮・
ワイン・くるみゆべし・・・美味しいもの三昧の旅から帰ってきて、芋煮を食べ損ねた！と後悔した私です。皆様も食欲の秋を堪能できま
すよう、体調管理に気を付けてお過ごしくださいませ。
（グミ）

