やっと暑さも和らぎ、朝晩は少し肌寒く感じる日も多くなりました（＾＾）
（＾＾）/
（＾＾）/
朝晩の寒暖差が激しく、体調を崩しやすい時期ではありますが、みなさま お元気に
お過ごしでしょうか？ お風邪などひかれていませんか？
さて、去る ８月８日（水）に デイサービスセンター 夏祭り
を開催いたしました。例年通り午前中は縁日として、金魚すくい・

ヨーヨー釣り・スーパーボールすくいを行い、みなさまにお祭り
気分を味わっていただくとともに、昔をなつかしんでいただきました。
昼食をはさんで午後からは、恒例の喫茶店！今年のメニューは、定番の

たこ焼きに加え冷やしうどん・水ようかん・抹茶＆バニラアイス
をご用意させていただきました。
お味の程は、いかがでしたか？？？
その後、みなさまお待ちかねの職員出し物！！！
仮装や踊り、歌謡など
職員の一芸を見ていただき、たくさん
笑っていただきました（＾＾）（＾＾）（＾＾）
そして、もうひとつの夏の定番と言えば、

盆踊り！身体も動かし、声も出し、食後の
いい運動になりましたね。

６月１２日（火）と６月１４日（木）の２日間。
通常の昼食にて、選択メニューを実施いたしました。

うなぎ丼 ・ 天丼 ・ ３色丼 の中から１品選択していただき、
当日お召し上がりいただきましたが、１番人気は
やはり うなぎ丼！ スタミナはつきましたか？？
２日間にわたり実施したこともあって、両日ともに
ご参加いただいた方、本当にありがとうございました。

７月３日（火）と７月５日（木）の２日間。
先月の丼選択メニュー好評につき、今回は麺選択メニューを実施
いたしました。気温もかなり高くなり、食事ものどを通りにくい
この時期には麺ということで、 ざるそば ・ ちゃんぽん ・

そーめん を用意させていただきました。以前も七夕にちなんで、
そーめんを提供させていただいたことはありました
が、その時に『おいしかったよ！』と
うれしい声を沢山いただきましたので、
今回も提供させていただくこととなり
ました。お味はいかがでしたか？？？

寿光園の目の前にあるスーパー万代
スーパー万代。
送迎の際には必ず目にする建物に、
みなさんも興味があり、
『１度くらいは
入ってみたい！』 との声を以前より
いただいておりましたが、ついに買い物

ツアーを敢行することとなりました。
ふだん、買い物に出る機会が少ない方や、買い物には行くが万代には行ったことが
ない方など、この機会にショッピングを楽しんでいただきました。食材を購入され
る方や日用品を購入される方など色々だったかと思いますが、お目当ての品は見つか
りましたか？ ご要望が多いようなら、再度企画させていただきますので、ドシドシ
とご意見ください（＾＾）/
（＾＾）/

９月 17 日は“敬老の日”
。みなさまに日頃の感謝の意を込め
まして、9 月 19 日（水）・20 日（木）の両日、通常の喫茶を

無料で提供させていただきました。またお馴染みになりました
幸野シェフに手作りおやつを作っていただきました。
１日は抹茶の渦巻きケーキとようかん、1 日はあずきのマフィンとどら焼き、
みなさん ご希望のおやつを召し上がっていただくことはできましたか？？？
このおやつを食べて元気を出し、いつまでも寿光園に通い続けて下さいね（＾＾）
また、職員による仮装も披露させていただきました。普段は制服
でみなさんと接していると思いますが、扮装が変わった印象は
いかがでしたか？
少しでもみなさんに喜んでいただける行事を、今後もどんどん
企画していきたいと思いますので、みなさまもご意見ください！

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日
若干

要相談

空きあり

空きあり

空きあり

要相談
空きあり

※特に、火曜日・木曜日の一般浴（午後から実施）につきましては、
空きがありますので、是非ご相談ください。
（担当：古賀）

暑 さもピーク
さも ピークを
ピーク を 過 ぎ 、 気温も
気温 も 秋 そのものとなって

皆さまには、
さまには、すでにご案内
すでにご案内させてい
案内させてい

きました。
きました。１日の中でも気温差
でも気温差が
気温差が大きくなり、
きくなり、体調

ただいておりますが、
ただいておりますが、例年通り
例年通り秋の

を崩しやすくなりますので、
しやすくなりますので、自己管理には
自己管理には十分
には十分に
十分に

買い物ツアーとして
ツアーとして

注意をして
注意 をして下
をして 下 さい。
さい 。 またそろそろ
また そろそろインフルエンザ
そろそろ インフルエンザ

買い物を実施いたします
実施いたします。
いたします。

の予防も
予防も考える時期
える時期です
時期です。
です。必要に
必要に応じ予防注射

この機会
この 機会に
機会 に 、 普段の
普段 の 買 い 物 できない

を 受 けるなど、
けるなど、対策を
対策を 検討して
検討して下
して下 さい。
さい。手洗い
手洗 い・

品々を吟味してください
吟味してくださいネ
してくださいネ！！

アリオ への

うがいも、
うがいも、お忘れなく！
れなく！

最近ではたくさんの
最近ではたくさんのデイサービス
ではたくさんのデイサービスがありますが
デイサービスがありますが、
がありますが、
ご 自身の
自身 の 目的に
目的 に 合 ったデイサービス
った デイサービスを
デイサービス を 利用しまし
利用 しまし
ょう。
ょう。寿光園は
寿光園は、ヘルパーや
ヘルパーやショートステイなど
ショートステイなど、
など、
総合的に
総合的 に 介護サービス
介護 サービスを
サービス を 提供させていただいてお
提供 させていただいてお
りますので、
りますので、いざという時
いざという時も安心です
安心です。
です。もちろん、
もちろん、
老人ホーム
老人 ホームや
ホーム や グループホームも
グループホーム も 併設しております
併設 しております
ので、
ので、将来のことも
将来のことも考
のことも考えて是非
えて是非ご
是非ご検討ください
検討ください！
ください！
施設の
施設 の 見学や
見学 や 体験利用も
体験利用 も 随時受け
随時受 け 付 けておりま
すので、
すので、一度お
一度お越しください。
しください。
職員一同 お待ちしております！！
ちしております！！

季刊誌「ひだまり」
第 6 号（秋号）
平成 24 年 9 月 25 日発行
■発行元
社会福祉法人 寿 光 会
デイサービスセンター寿光園
■発行責任者
管理者 福森 潔
〒581-0853
大阪府八尾市楽音寺 2-125
TEL 072-940-3113
FAX 072-940-3112
【ホームページ】
http://jukouenhp.web.fc2.
com/index.html
八尾 寿光園

検 索

