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轟理F: く議員鷺‐滲肇1■露2■轟 ラ距‐1気.1轟 1攀銀賠‐と臨鐵鶴檬難滲零議くと|ても鑢暴l

司舎:宮′|:  書記l榛川

場所=大和操鮭簸援センター 視懲堂室

参議人数 :調臨

参‐撥会員1懸名 奮隠、三機、久露轟、纂峯、意贅、薔簿

ポランティア =4名 声島、金子、響層、鐘議

壌懲詳 12名 三輸 (母、簿 `響毅》

簿 =1名 翻 :‡

く内容>
1. ラジ轟

2.お国の1俸操 =1簿 饉経III  皆さん雑ランダムに1難 れた文字を読んでしヽただく

3.会長挨警 :今難難警さん韓週灘報告をしてヽ・ただきた摯ヽと思卜)ます:

宮ルi:昨年は2爾:入難し、手術もしました。その後は良ぃ報告に向かっています:

鯖音工事1藤 9豊から機ま参年1薫近くまでかか鬱‐大変でした。長甍くと彗替競 ど

も季節で変わっていくので審労しました。お正月撃

…

||1攀本場と
=人

で過ι

ました。       .‐ .‐  ._ ‐  ‐‐‐  _‐.|____―‐‐.―■ _
志賀」軽目研陶職式が4月 16日に決まクました

`東
薫ヽイインターコンチふンタルホテ

_をで季げます。赫E‐■ち幸テルに詢
=`■

,こ息子が看籠してそれています|‐ ‐

麟類式までパタバタするので、曇筆に無 つけたヽ 。ヽ  __― .___  _
西田=お正月は友人と江′島で日0出を見ました.       ‐||.・   .
三皓:お機いと様なこととありました。お●:t゛螂躍識が2つあ|,ました.:艶障●娘が盛

大に勝婚式をあげました。それぞれ東京と横浜でありま●たo_   _
燿なことは、息子がホームで颯んで普析tていた0年、ホ‐奉凛資が集付,デ治

療が遅れた。その間本人はつらい思いをした。■■‐日国ス●ヽ ‐‐手術し,■影滅され

て良がったが、とても重な思いをした.    力 .■_  . |_
福峯:お正月中 最夫婦と息子の4人で食事し、飲んだ。6瑠陶もデっと欧んでいた。

久保島:X良いこと ①藤が入

…

合格した。

②俊中から傘寿のお視,… 軍いた.‐ ‐ ‐....
0パソコン教室で L田可 のやり方を教わ,.楽しんでいる。

※大変なこと 0左0案観が由がらなくなり超|く 、手衛をした。

②コロナ感染拡大により、定1勢会0日饉が3日中止になった。

■1“ 21名 ■ヽた会鰺 7名に凛ってしまったこと。ポランテイア
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涯動やサータル活動が〔Ю‐%中止になったこと。

癬鏑 =お亜月鐘息子や轟達と楽務《遷ごせた筆

佐藤 :息子二人が舞ってきて、家族 4人で過ごせた。

金子 =鷲難集まってフインをたくさん飲んだ夢

戸島 =据議に行き、箱毅でゆっくり邊ごせた。

豊翔 =大みそかに繭親の実家に行った。お麟 法疲れて寝てヽヽた。2日から仕事をした。

会長から連絡

I》 2月 4調鐘透篤定鶉会

2)2月 18日 1ま食事会 保鍵センターでの定例会鐵 じ

食事会場所 =く ら寿電 機轟腐

集合場所 。時間 :11時に保難福祉センター玄目 皆で歩いて向かう。

・ 福峯さんは富翼会長の車で行く。

・ 一1織さん鐘車で菫議くら寿理に行く.

・ 欝谷さん難も会長が連絡する。

鱒会のお金が 10万籍残ってしヽます。買いた静もの等あれこぎ言って下さヽヽ.

「失語症用にテキス ト」欲 しいとの要望あり、1疑1の豊如さんあ助言で
―

「ことばのグ

ニム集麟をアマゾンで賞う。鋼機22饉難会:震1宅紅覇 《轟3翻瞼爾

コピーして定機会で使用する.

通信羅0彗手も多めに買っておく。(久篠島さん轟)

☆多 S竃=菫懸さんからグニム・ ‐‐袋ゅ申のく馨を馨撼き、書いてある騒業をぜスチャーで

表現し、皆で当てる。

富議I・・ 美容糠

意賀・・バイオタンニストt驚鱗士

甕1鶴 ‐‐大工、どアニスト

三輸・・寿彎轍人、医者

握峯・ '野球選手1夕 スゞの運輸手

久保島・画家t卓球選手

次輔2潟 4類 司会 :久無島、書隷 1・難難
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第589回婿譴例 会》(74)

令穣5年2月 4藝

大和言轟《さくら鍮会)

力|ガ誨多」ざいま～ナ′

今日は、何の日でしょうか?“立春"です′

立春とは名ばかりの寒さが続いておりますが、暦ではどことなく春の議れを感じるこの墳であります。

昨日は“節分"でしたねt 大声で、`鱒i晟″ ′膚は|カプをやられましたか?“豆まき"は ?

“意方番"を召し上がれましたか?
風邪とコロナ感染とインフルエンザに気を付けられ、心身共に健康で支え合って乗り切りましよう !

I)テジオ体操・・・・"・・・・・寒さに元気いつぱいにやりま輔 ノ

I)お鑽の棒繰・・・・・・・・・・金子さん、佐藤さん、務用さんのご指導

菫)ご報告・・“・・・・・・・・・・宮対会長の禁失語連の報告等

Ⅳ)轟生爾のお義い……"“今月:こ誕生露を趣える讐繊ξ通最高の購り物=《誕生霧》のプンゼント

を : 誕生薙の 1つ鐘 《チユーリッ総 です。

『花言葉』は、赤色ιま“永遠の愛"、 黄色は “実らぬ恋''、 自色は“純真"

V)“連懇ゲーム"で楽しみれ よう:, 進行係:ま一鋼を終わ受 ら隣りめ方‡こパ淳タッチをお願いします。

「節分'藤野豆まきま腋拶 》ご ≫夢 』曖響 》ぞ ま壌
‐

重

Ⅵ)《会員1募集》の再開:こついて、次ページをこ沿って議し合いましょう !

種)心羅1響く言葉……・・・・・相闘みつを (書の詩入 1991年投 詩集《を辞費澪滅馬の》からの一つ)

“心のそこから嬉しい時、涙をこらえて悲しみに耐える時、この本があった"(ネットより)

コロナ感染が一霧も早く終息し、安心して穏やかに暮臨 露常が鶏 ことを構って罐 す。

藤
農
゛
ｅ

=ヽ
 _

徊
マ
饒
轟ｋ
・蓼

亦
一務
コト
や
」
・オ

響
ぶ

Ｆ　

．
　

ュ
・．



ンず

亀

《会員募集の再開》について皆で話し合いましょう!

本年は、『さくらの会』が発足して32周年になります。

会員になつて、それぞれに感慨深いものがあると存じます。

失語症で肝心な言葉を失い、人生に絶望し、辛い、寂しい日々を送つておりました。

そんな中で、救つてくれたのが他ならぬ『大和言語さくらの会』でありました。

失語症に悩む仲間として互いに労わり、励まし合いながら勉強し、色んな考え方や生き方を教えてくれまし

た。 人生を共に楽しく歩もうとする掛け替えのない同志であります。

皆様から返しても返し切れない程のご恩を戴いております。

私達が今日あるのは、『さくらの会』を立ち上げて戴いた市の職員の皆様を始め、諸先輩や ST先生、音楽

療法士、ボランテイア、家族の皆様のご指導とご援助のお蔭であります。

改めて感謝すると共に、その想いを引き継ぎ、後に続く後輩の為にも『さくらの会』の維持発展に努めましょ

う!でも、現実を見ると、会員の在籍は3年前迄には21名でありましたが、今は7名で激減でありす。

会員増員の為の募集とその対策が私達に課せられた宿題と思っています。

本日は、知恵を出し合って、協議しましょう !

過去の募集活動を1つの参考として記載します。

①『チラシ』は平成 26年に作成し、翌年改訂版を発行しました。

2つの学習センターと田市立図書館に置かせて戴きました。(今無し)

私立病院(主に桜ヵ丘中央病院と中央林間病院)と市立病院の ST先生のご協力を戴いた。

②『ポスター』(A3)は平成27年に市役所の掲示板に掲示しました。

(無料、毎月初めに掲示し、月末に撤去し、翌月に再掲示。掲示作業は令和1年で終了)

③やまとボランテイアセンターの皆様のご配慮で社協の情報誌である“ふれあい"に平成25年1月号と令

和3年には「ボランテイアの募集」を3日程掲載させて戴きました。

今後、取り組む募集活動方策の叩き台としてご提案させて戴きます。

過去の募集活動の再開に加え、新しい私案をご提案します。
{0)幅広く各地の自治会を合め、民生委員会、町内会、ポランテイア活動の皆様の力添えを願う。

②行政機関(市の障がい福祉課等)の力添えを願う。

(相模原失語症友の会の皆様は、市内障害者団体と共に市長以下障害者担当の部課長との年 1回

の定例会議を開いておられます。そして、1月 14日では市民に対して会話支援制度の広報、障

害者手帳の等級改訂を申入れをされた由)

0)ご存知の様に、県失語連のホームページには「さくらの会だより」と他の友の会の「だより」や「通信」は月1

～2回が掲載されていますが、他の友の会、例えば、相模原失語症友の会や横浜失語症友の会等は独

自のホームページを持っています。私たちもホームページを作成して幅広く活用することを願っています

0『DVD』 (動画+音声)も創り、配布する。「定例会」や他の活動を幅広くPRすることで効果抜群と思いま

す。DVD』の購入価格は1枚120円～150円。

昨秋、保坂先生のご配慮で立派な『チラシ』をお創り戴いた清水明様に心から御礼を申し上げます。

要請先にはチラシと要請文を送付すること。そして、出来る限り訪問することが良いと思います。

《募集活動》の長短の行動計画を立てて実践することが肝心だと思います。

“恩恵"に報いる為にそして、後輩の為にも精一杯に努力しましょう !

以上


