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11年年 をを 振振 りり 返返 っっ てて   
新新年年号号がが 「「 令令和和 」」 にに なな りり 八八 ヶヶ月月がが過過ぎぎ まま しし たた 。。 ああ っっ とと

いい うう 間間にに十十二二月月にになな りり まま しし たた 。。 今今年年 もも ああ とと 一一 ヵヵ 月月でで終終

わわ ろろ うう とと しし てて いい まますす 。。 皆皆 ささ んん にに とと っっ てて どど んんなな一一年年だだ っっ

たた でで しし ょょ うう かか 。。   

今今年年はは台台風風のの大大きき なな被被害害にに ああわわれれたた方方々々 、、 そそ のの影影響響をを

受受けけ たた多多方方面面にに関関すす るる業業界界等等 、、 数数ええ ききれれなないい程程のの課課題題

やや問問題題がが山山ほほ どど ああ りり まますす 。。   

令令和和はは ここ れれかか らら 新新 しし いい年年月月をを築築いい てて いい きき まますす 。。   

ここ れれかか らら もも 色色々々なな災災害害ががああ るる かか もも しし れれまませせんん 。。 そそんんなな

中中印印象象深深いい句句ががああ りり まま しし たた 。。   

「「 人人間間 、、 生生きき てて るる だだ けけ でで 、、 丸丸儲儲けけ 」」 でですす 。。   

各各自自にに色色々々なな考考ええやや思思いいがが ああ るる とと 思思わわれれまますすがが 、、 世世のの

中中 、、 悪悪いい事事ばばかか りり ああ るる訳訳ででははなな くく 、、 そそ のの分分いい いい ここ とと もも

きき っっ とと ああ るる ははずず でですす 。。   

11 日日 11 日日をを大大切切にに過過ごご しし てて行行きき たた いい とと 思思いい まますす 。。   

                              介介護護職職員員   HH ・・ TT   

年年 末末 のの ごご 挨挨 拶拶   

本本年年 もも 残残すす とと ここ ろろ一一 ヵヵ 月月 とと なな りり まま しし たた 。。 今今年年はは新新年年号号

やや介介護護保保険険のの料料金金改改定定等等 、、 様様々々出出来来事事ががああ りり まま しし たた 。。

ごご家家族族 ・・ ごご利利用用者者様様のの皆皆様様方方ににはは当当施施設設のの運運営営にに関関 しし

まま しし てて ごご理理解解 ・・ ごご協協力力をを頂頂きき大大変変感感謝謝 しし てて おお りり まますす 。。

来来年年 もも 本本年年同同様様のの ごご愛愛顧顧をを おお願願いい申申 しし 上上げげ まますす 。。 よよ いい

おお年年をを おお迎迎ええ くく だだ ささ いい 。。   

  

1122 月月 2266 日日にに フフ ララ ワワ ーーアア レレ ンン ジジ メメ ンン トト 教教室室をを行行いい   

まますす 。。 毎毎回回季季節節ののおお花花をを準準備備 しし てて行行っっ てて おお りり まますす 。。   

算算会会費費はは 11,,000000 円円以以内内にになな っっ てて いい まますす 。。   

参参加加希希望望のの方方はは職職員員にに おお伝伝ええ くく だだ ささ いい 。。   

  

  

  

1122月月ののカカレレンンダダーー  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

停電のお知らせ  
電気保安規定に基づき、年次点検（停電点検）が下記

の予定で実施されます。 

全館停電のためご不便をおかけいたしますが、ご協力

をお願い致します。 

記日 12月15日（日） 

   14時30分から約 2 時間 

 

面面会会ににつついいてて  
イイ ンン フフ ルルエエ ンンザザ等等のの感感染染症症予予防防のの たた めめ にに 、、 1111 月月 11 日日

かか らら 下下記記のの条条件件をを付付 しし てて のの面面会会 とと ささ せせてて頂頂いい てておお りり まま

すす 。。   

○○必必ずず ママ スス クク 着着用用 しし てて くく だだ ささ いい （（ 全全員員 ））   

○○窓窓口口でで健健康康状状態態をを確確認認いい たた しし まますす 。。 必必ずず窓窓口口にに おお越越

しし くく だだ ささ いい 。。   

体体温温をを測測っっ てて いい たた だだ きき 、、 3377 度度以以上上のの方方はは面面会会でで きき

まませせんん 。。   

※※ 1177 時時 3300 分分以以降降はは各各階階のの看看護護師師がが検検温温致致 しし まますす

のの でで申申 しし 出出 くく だだ ささ いい 。。   

○○子子供供 ささ んん （（ 中中学学生生をを含含むむ ）） はは ２２ 階階 ３３ 階階へへはは上上がが らら なな

いい でで くく だだ ささ いい 。。 子子供供連連れれのの方方はは 11 階階でで面面会会をを おお願願いい

しし まますす 。。   

 

シルバータウン加治木ホームページ 

行事等の報告はホームページの「シルバータウン便

り」にも載せています。ぜひ、ホームページもご覧に

なって下さい。下記のアドレス若しくは「シルバータ

ウン加治木」で検索して下さい。 

シルバータウン加治木ホームページ

http://kajiki-shokikai.jp/silver-t-k/  

ご 家 族 様 へ  

１日 お弁当の日 １６月 書道教室 

 ２月  １７火 歯科指導 

３火 上木田サロン １８水 クリスマス会 

4 水  １９木 三船サロン・３ F おやつレク 

５木  ２０金  

６金  ２１土  

７土  ２２日  

８日  ２３月  

9 月  ２４火 入退所判定会 

１０火 入退所判定会 ２５水 音楽療法 

１１水 研修報告会・資質向上研修会 ２６木 フラワーアレンジメント 

１２木 消防訓練・移動床屋３ F  ２７金  

１３金 移動床屋２ F  ２８土 餅つき 

１４土  ２９日  

１５日  ３０月  

  ３１火  

 

施設や職員に対し、ご利用者様やご家族様からの  

ご意見・ご要望をお待ちしております。  

どんな些細な事でも構いませんのでお聞かせ下さい。  
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