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happy new year！
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Wishing you good health, happiness, and peace always.
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母」な がれ 者の 博打 打ち

した。 演目 は「 まぶ たの

を皆様 に楽 しん で頂 きま

ストに お招 きし 、お 芝居

「ただ あき 一座 」様 をゲ

しみ会 を開 催し まし た。

十二 月二 十二 日、 お楽

る制 作・ 出演 のお 芝居を

する ばか り。
職 員によ

様子 には 、た だた だ感心

で老 若男 女を 演じ 分ける

る一 人芝 居！ 声色 や仕草

てを お一 人で こな してい

営、 音響 効果 まで 、すべ

場人 物、 そし て会 場の設

い ます。

頂 けた のでは ない かと 思

く る良 き時間 を過 ごし て

い ただ き、今 年を 締め く

皆 様に は存分 に楽 しん で

味 も違 った本 物の 演技 を

る お芝 居観賞 。一 味も 二

た 今回 のプロ の劇 団に よ

ズ では 初め ての 試み とな っ

驚愕のひとり芝居

が生き 別れ た母 と偶 然の

皆様 に楽 しん で頂 いた事

「ただあ き一座 」による プロの 演技

再会を 果た すと いっ た内

りま した。 「ケ ーキ 嬉し

はあ りま した が、 ラッ パー

二十 四日、 二十 五日 と

いわ ねー。 」と 皆様 に笑

ケー キのプ レゼ ント があ

ラ ッパ ーズで はク リス マ

顔が みられ まし た。 また

メリー
クリスマス！

ス メニ ューが 提供 され ま

来年 サンタ の登 場を お楽

しみに ！

し た。

二十 四日の おや つに は、

１～２日 お正月メニュー
３日（土）三日とろろ
７日（水）七草粥
１１日（日）鏡開き・お汁粉
１４日・２１日（水）
初詣レク
１５日（木）小正月・小豆粥
２９日（木）地域交流事業
（アロマテラピー
講習会）

ラ ッパ ーズ にサ ンタ クロ ー

ス が登 場し、 入居 者様 に

1月の予定

容です 。驚 くこ とに 全登

▲素晴らしい芝居に拍手喝采！よっ、ただあき一座！！

▲ 手 作 り Xmasケ ー キ ！

▲手作りラッパーズ神社。
多目 的ホー ルは参拝 客で賑 わ
います。

群 馬 県 太 田 市 高林 北 町 1 12 9- 1

～新年のご挨拶～

今年も、ご入 居者様と
ご家族様の幸せを第一に、

新年、明けましておめ
でとうございます。
昨年中は、 皆様方の温か

スタッフ一同、 取り組む
所存でございま す。職員
一人一人がスキ ルアップ

いご厚情を 賜り、心より
御礼申し上げます。

に精進し、さら に高品質
なサービスが提 供できま

さて、ラ ッパーズ太田
もお陰様で ６周年を迎え
る事ができ ました。これ

すよう、誠心誠 意努めて
まいります。
本年も、ご入 居者様、

もひとえに、ご入居者様、ご家族様にとり まして、
ご家族様、 そして地域住 安寧な年になり ますよう

▲ 自慢 の パ テ ィ シ エ

民の皆様方 のご理解とご
支援の賜物 と衷心より感
謝申し上げます。

ラッパーズ太田スタッフブログ「おしゃべりラッパーズ！」ぜひご覧ください！

ご祈念申し上げ 、年頭の
挨拶とさせてい ただきま
す。（施設長 井上稔仁）

おしゃべりラッパーズ！

検索

