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お休み↑1方 :坂井 さん、小倉 多し、ヨ内さん 3名

自己紹介 :近況報告 :テ ーマ  指導   記録 武井、斉譲T ・` 二́―

テーマ i節 分で恵方巻 f可時方Eぞ 司tヽ て食べま。た乃ヽつ

老/〃さん メ*テ ーマ :OKス トアー石 |:1町 出恵方巻きを買tヽ ま。た]薫市頁を同 |,ヽ て食

べたら美味しかつた

,T― キング 2039S歩 、20612歩 、20431歩 、雪の日670歩元気千二歩 .｀ て

います。万葉クラブをまわって歩くと猿周 りになるので歩く歩数が多くな

ぅた。 とうとう2万歩を超えましたこ山下公園を 2周する、ランドマーク

タワー、市役所、マリンタワー、ノ`ンマーベ
)′ P、 万葉クラブを巨る[

早費さん **テーマ i恵方巻き、よく解らないので岩波新書で調べましたこ長い万¬を

向いて食べる。お正月|こ食べる説、2月 16日 の説あり3京都出身だけれ

ど恵方巻ことは分かりませんでした、恵方巻きはたべませんでしたこ

いつものように 6:30ラ ジオ体操から始まって、朝食をとる。詩吟 |ま 2週

間に 1回 (3時間)

嫉 さん**1ゴ月に辻堂に引っ越しました。(コ コファンリビグ)25ポのワンルー

ム。荷物の整理などまだ落ち着かない。食堂は夕食のみ利用する。朝食、

昼食は自分で用意する。高齢者 85歳以上で皆元気です。

商業施設はあまりなくて、寂 し所です。市民センターの図書室に行って本

を読んで o｀ ます .

テーマ :2月 3日 恵方巻の 2/1の 物を買っできて娘 と一緒に食べましたc

海鮮巻を食べて美味 しかった。

ノ売木さん **テ ~マ :恵方巻、意味が分らなかった。辞書をひいて、調べま した。

2,020、 2,16ぅ 言語友の会で節分の思い出、司会は畑 さんだったので電話

したいかけたけれ ど分からなかった。毎年テーマが同じなので、立春は 2

月 3、 4に節分豆まき「福は内、鬼は外」川崎大師、遊行寺は 3年ぶ りに舞
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台で、寒川神社では、年女、年男とい う。大相撲の力士や俳優が来て豆ま

きをする。恵方の布=苦
きは正all米臨す o方向。方角―進むべき方向、

方針、何となく、わかるみたいで、でも、わかりません。せぜい、節分位

でしょう:(色 調々べてくれて有難 う、参考になりました)

夕″さん *歩 くこと、書くこと、話すこと、皆さんのお話を聴いて参考になる。

テーマ :恵方巻 海苔巻き好きなので一年中あると良い。そのいわれは始め

て間きました。

′1松本さん *メ こんにちは、本 国司会の松本です。

大相撲初場所は、1月 22日  大関の貴景勝 (26)が 前頭の琴勝峰に勝って、

2020年 11月 場所いらい 3度 目の優勝をしました。

次に松野官房長官は2月 3日 の記者会見で、1月 に現役を引退 した、車い

すテニスの國枝慎吾 (38)に 国民栄誉貴を授与することを検討する。

次ぐに、囲碁界に新 しい歴史が刻まれました。2月 6日 女流棋聖戦で、中

学生棋士の仲邑三段が勝って最年少の 13歳 11カ月でタイ トルを獲得 し

ました。

テーマ :節分の豆まきは毎年妻がしていました。今年は豆を用意 したのに

捲くのをわすれた、恵方巻きは、南南東向いて無言で食べるらしいが、我

が家ではしません、恵方巻きは美味しく食べましたc

青木さん **2時 開始と間違えて遅れました。

テーマ :節分の豆まきはしました。恵方巻きは食べません。

ごはんも 。パン好きだけど、ご飯の方より好きです、朝食はご飯です。

月労 半″さん *半 田邦夫さん (66歳 )2022、 4月 に発症 10月 まで入院、自宅に帰

えるЭ入院中はリハビリの効果は感 じた。回復期午前、午後 1日 2

退院後は自宅 リハビリの効果が感 じられない、週 2回  1時間。

身体の後遺症はない、原語の後遺症が残ったc

軽体操 指導 斉藤ボランティア

指導受けて実施されたこ頭の運動、首の回す運動、肩の上下運動、腕の運動等

書き取り          指導 お手本     武井ボランティア

最初に皆さんで声を出して読む 2度 くり返し

ことり  こえ  さそ   まど  ひら

小鳥の声に誘われ窓を開ける。
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言語訓練ゲーム      指導         露木先生

各自に写真 2枚配 られ、読みあげる写真が該当する方が挙止するゲーム

1, 冬景色 :金閣寺 (青木)飛騨高山 (早貸)2,飲 み物 :コ ヒー (中村)お茶

(半 田) 3,勝 負 :野球 (北川)競馬 (青木)囲碁 (青木) 4,タ ワー :東

京 (半田)ス カイ (北川)5,虫 :蜂 (松本)蜂の巣 (茂木)6,乗 り物 :電車

(加藤)バイク (松本)ロ ウプウエー (茂木)

連絡事項 :そ の他

1, 3月 19日 (日 )13:00-15:00 藤沢市役所 5階 第 3会議室開催

司会者 :加藤さんお願いしますcテ ーマ :好きな味噌|十 (具、味口曾)

メモをお願いします (〕

2, 4月 16日 (日 )13:00-15:00 会場予約済

3, 3月 4日 (土)14:00～ 県失語連運営委員会 鎌倉福祉セ 小川出席

4, 5月 28日 (日 )lo:00-15:00県 失語総会鎌倉福祉センター会議室参刀日者募る
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日

場

容

期

会

内

:令和 5年 3月 19日 (日 )13:00-15:00

藤沢市役所

自己紹介 :

書き取り:軽体操

休 憩

言語訓練ゲーム

連絡事項 :その他

5階 第3会議室

近況報告 :テーマ :好きな味嗜汁

発行元 :〒 251-0058

月三言舌: 0466-22-3368
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