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防災訓練にご協力ありがとうございました

防災体制も

万全です！

姉妹仲が良いそうですが、入居前は近くに住んでいたのですか？

 

姉は大人しくて優しいし、私も

口答えしたことないですから、
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いやしの家便り
いやしの家の行事や日々の様子をお知らせします。

新企画！ご長寿対談コーナー
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教室パートナー（無償ボランティア）です。

週に一回（月曜日の予定）、午前中の活動です。

活動場所：別府一公民館

防災体制も 

万全です！ 

小さい頃は一緒やったけど姉が大阪に

行って福岡に戻ってきた頃に私が大阪に

行ってずっと離れとったと。

今は一緒なのでいいですねぇ。

良い年でした

働いてた頃は長かったですけどね。

姉妹仲が良いそうですが、入居前は近くに住んでいたのですか？

姉は大人しくて優しいし、私も

口答えしたことないですから、

喧嘩したことないですよ。

今年はどんな年でしたか？

ループホームで姉妹一緒に
いるお二人にインタビューし

いやしの家便り
いやしの家の行事や日々の様子をお知らせします。

ご長寿対談コーナー

防災訓練にご協力ありがとうございました
今回は

族にも参加していただきました。実際の

火事では、私達職員は要救助者の居場所

と状況を的確に伝えることが

だとご指導をいただきました。地域の方

からは「すぐに駆けつけますよ」と心強

いお言葉をいただきました。

助された方はパニックになっていると

考えられますので声掛け等の見守りに
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ン」は毎回大盛況で実施させていただいています。
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より「とても、勉強になった」「認知症を予防する

ための生活をしたい」「もっと続けてほしい！」

と嬉しいご意見を頂いています。

ありがとうございます。
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