
No. 事業所名（相手方）
個人名（相手

方）
施設・事業種別 メッセージ内容

1
社会福祉法人潤青会　小江戸の
庭

松山　直樹様
介護老人福祉
施設

ケアマネ相談員　松山直樹さんへ
父、そして私の思いを受けとめ、行動に移して下さったこと、とても感謝しています。これこそが寄り添う介護なのだと（同業者とし
て）思いました。
素敵な旅立ちをありがとうございました。忘れることの出来ない日となりました。

2
社会福祉法人潤青会　小江戸の
庭

介護老人福祉
施設

スタッフの皆さんへ
２年間ありがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
父は本当に幸せ者です♡
脳梗塞でマヒになってしまった父が約2年間過ごした小江戸の庭、頑固でわがまま、自分の思っていることが一番正しいと思って
いる父を娘である私でさえ、手をやいていたのは確かです。
入所から1年、2年…だんだんと生活動作も食事も出来なくなり、会話も減り、表情も乏しくなっていった父。倒れてから一度も家に
帰っていない、一度は帰してあげたい…そう思っていましたが、コロナ禍で思う様に行動が出来ず　私はとても悩んでいました。仕
事を辞めて父を私自身が面倒みれば家に帰れるのではないか、でも急に仕事を辞めることも出来ない…。ちょうど、キーパーソン
が姉から私へ変更になったこともあり、相談員さんにこの思いをうちあけると、私の思いを汲み取って下さり、家へ帰るということ
が実現しました。（父の体調も悪化していた状況）当日は天候にも恵まれた3月。植木が趣味、ある意味、命の父が自分で育てた
松や梅のある自宅、庭へ帰ってくることが出来たのです。たった15分程度ではありましたが、とてもとても穏やかな表情でした。私
はこんな日が来るとは思ってもいませんでした。とても嬉しかったです。

小江戸の庭へ戻る途中、先に他界した母（本人にとっては妻）のお墓参りも実現、3月が命日な為、父も気に掛けていたのです。
この日の夕方、面会に行くと「美智子（私）頼むな…」と一言そう言って眼を閉じたのを覚えています。
翌日、小江戸の庭より訃報の連絡が入り、　急いで父の元へ行きましたが、呼びかけにも反応はしてくれませんでした。
私は昨日、どうしても帰りたかった家に帰ることが出来てホッとしたんだ、きっと嬉しかったんだ、納得して旅立ったんだ、お墓に
行った時、きっと報告してたんだ、明日そっちへ行くよ…と。そう自身の中で考えました。
職員の方々の心温まる対応、迅速な対応により、父の「家に帰りたい、何もしなくていいから庭を見ていたい、2年半も帰っていな
いから庭がどんな風になっているのか心配なんだ」という思いが叶い、不安も解消、満足したのだと思っています。それは父だけ
でなく、私も…家族も…同じ気持ちです。
あの時に職員の方々が動いてくれなかったら、きっと心に重い鉛をかかえたまま、これから先を生きていかなければならなかった
と思います。
父が愛したあの家、庭に帰らせて下さり、ありがとうございました。父は小江戸の庭の職員さんと過ごすことが出来て本当に幸せ
だったと思います。
ここ（小江戸の庭）で良かった♡
今は感謝の気持ちでいっぱいです。
入所されている方が沢山いる中、私の父とこんな風に向き合って下さり、希望を叶えて下さり、ありがとうございました。

3 有限会社すずらんケアサポート 藤原様
居宅介護支援
事業所

デイケアの藤原様へ
ある日の事、リーンと電話。長男を名のる男の声、送金してとの事、息子は何不自由なく暮らしているのにと思いましたが、すぐに
郵便局に向かいました。すると、警察の方、郵便局の方が待っておられました。デイケアの藤原様から連絡があったとの事。50
万・50万を振り込まずにすみました。有難うございました。感謝のみです。

4 有限会社すずらんケアサポート
居宅介護支援
事業所

介護職員の先生方、その他の皆様へ
週2回、デイケアに通っております。火・金です。その日が待ち遠しくて、玄関で待っておりますと、「お待ち通さま」「お待ちしており
ました」から1日が始まります。私の大好きな体操あり、歌ありと我が人生に悔いはなしと。職員の先生方、これからもよろしくお願
いします。

5 だんらんの家岩槻
通所介護事業
所

だんらんの家のスタッフの皆様へ
デイサービスの帰宅後は連絡帳とお手伝いシールを通して、叔母との会話を楽しんでいます。薄れる記憶の中でも叔母が印象に
残っている事を知る事ができるのはスタッフの皆様のおかげです。利用者に楽しい時間だけでなく誰かのために役立つ達成感を
味わえる様に個々を尊重した関わりをして下さっているからだと思います。デイサービスの利用者だけでなく、その家族をも支えて
下さるスタッフの皆様に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。

6 いろは元気サロン本町
長濱様
吉田様

その他

長濱さん　吉田さんへ
三か月間、集中トレーニングを指導していただいたお陰で、94歳の母が歩行車を押したり杖を使ったりして散歩できるようになりま
した。毎回、笑顔で、明るいお声で親身に接していただき、ありがとうございました。介護にかかわっていらっしゃる方々の技術の
高さとやさしさに感謝でいっぱいです。

7
あねとすデイサービストレーニン
グセンター

筑井　浩美様
通所介護事業
所

筑井　浩美さんへ
筑井さん、私の体調を考慮し、絶えず気を遣ってくださり、入浴時間の管理や隅々まで洗えるよう介助を有難うございます。入浴
が億劫にならなくなったのも、筑井さんが丁寧に手伝ってくださるからこそです。お陰様で清潔に気持ち良く過ごせています。

8
あねとすデイサービストレーニン
グセンター

通所介護事業
所

あねとすデイサービストレーニングセンターの皆さんへ
初めて見学に伺った際、広々とした開放感あふれる明るい雰囲気、快く迎えてくださった職員の皆さん
平行棒やトレーニングマシンが目に飛び込み、一目見て気に入り、あねとすデイサービストレーニングセンターに通い始めて二年
半になりました。
所長の松島克美さんがお人柄も大変素晴らしく所長の理念が職員おひとりおひとりに行き届いており温かなお声掛けや的確な介
助にいつも感謝しています。
　常に清潔な環境の中、イベントも数多く催してくれ、工夫を凝らしたメニュー表や行事食も毎回楽しみにしています。職員の方々
のハンドベル演奏や仮装で大いに盛り上がり、何よりの思い出になりました。

　トレーニングでは日本縦断を目標に歩くことに励み、ゴール出来た時の喜びはひとしおでした。私のやる気を継続させてくれた
職員の皆さんの応援のお陰です。いただいた四十七都道府県のバッジと名前の記された根付けは宝物で、今も大切にしていま
す。
　体操の種類も豊富で、やる度に新鮮な気持ちで取り組めています。娯楽も充実していてマージャン、将棋など夢中になり、時間
の経つのがあっという間です。
　少しずつ回数を増やし、現在は週四日通わせていただいて、お陰様で生活に張りが生まれました。
　足腰を鍛えるという自分の目標に向かって、これからも一歩一歩頑張りたいと思っています。
　所長の松島克美さん、職員の皆さん、今後ともどうぞよろしくお願い致します。

9 さいたまケアコミュニティそよ風 有料老人ホーム
これからの世の中、多い老人、少ない介護者こう云う施設が大切です。又、人材をそだて下さい（介護して下さる方）これからの
人々のために
2年3ヶ月前には私は松戸市にある、そよ風さんにお世話になって居ました。ある日突然家族から埼玉県のさいたま市にあるそよ
風さんに移動するとつげられ、息子夫婦のえらんだ事、浦和に近く孫夫婦も浦和ですし、埼玉でも大丈夫と入所させていただきま
した。当日住みなれた我が家とはなれ川を渡り埼玉県の人となりました。さみしさ、悲しさで翼がほしい、このまま天国へ行けたら
等つまらない思いがめぐりました。なりゆきにまかせた人生、入所時まず事務所の方々の出迎え1人1人の丁寧なごあいさつ、お
名前の紹介にほっとした安心感でした。次の行動へと、後で知った事ですが事務職員さんは其の人なりに把握され事を処置して
下さり対応してくださります。安心感です。次は入所者それぞれ個性ある人の団体生活です。それなりの対応が必要かも？その
日暮しをおだやかに、すこやかに1日をすぎ去りますよう…心に念じてのあけくれです。後になってしまいましたが職員さんの対応
です。入所すぐの担当の職員さん今は3Ｆでめったにお会いする事はありません。何かとお声をかけて下さり、書道、花道、ゲーム
の参加等のすすめ、落ちこんでいる私を指導して立ち直らせました。外の職員さんも忙しい中、ダンボール箱を切って、魚と木の
字のパズルを作って下さり、毎日ならべて出来上がった時の達成感を脳裏がかすめる一時があります。出来る限りつづけたいと
思います。こうして毎日何事につけても介護して頂いてます。

次は掃除、洗濯して下さる方々の努力　何も出来ない人々の部屋も奇麗にして生活しやすいよう、洗濯物もきちんと各部屋に届く
お姿を見るとほっとします。次は朝早くから調理して食事を作って居る皆様です。家庭がありながら私達入所者の心と体の健康を
守るため3食をその人に合った食を提供して下さる「有難うございます、戴きます、ご馳走様」しか云えない私です。それから医務
室のナースの方々も薬の分類、投与、バイタルチェック、体の観察、Ｄｒの介助それ相応の間違いのゆるされないお仕事の毎日で
す。それ以上、以外の事に関しても職員さんのターミナルケアに支えられ、すこやかに安らかに過ごさせて頂いております。最後
の居住所の施設、息子夫婦に感謝で生きる。
12月18日　山野井　浪（93才）

そよ風に入所して出来た句「人生は耐える道あり老の坂」

10
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
介護士の皆様に感謝の言葉しかありません。常に私共を見守ってくださって、きちんと対応してくださるお心づかい見事です。あり
がとうございます。

11
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
翔寿苑のみなさまへ
いよいよ私も先が見えてきた気がします。考えて楽しいこととうれしかったこと、4年間いっぱい仲間の優しさを外では味わえない
思い出が溢れ　これからは毎日を過ごせていれば最高感謝です。

12 翔寿苑 通所リハ
皆さんへ
みなさんに大変お世話になって居りますので、これからもよろしくお願いします

13 翔寿苑 通所リハ
お洗たく干しの仕事をさせてくれてありがとう
「たすかる」のことばに元気が出ます

14 翔寿苑 通所リハ
皆さんへ
いつも介護してくれる家族や翔寿苑の方々ありがとう
いつも楽しみに生活出来てうれしいです。
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15 翔寿苑 通所リハ
皆さんへ
感謝しきれないほど感謝している

16 翔寿苑 通所リハ 翔寿苑のみんなにめいわくかけてもうしわけない

17 翔寿苑 通所リハ
翔寿苑さんへ
お世話になります。おかげ様で杖で歩ける様になりました。
これからも宜しくお願い致します。

18
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
介護職員の皆さんへ
いつも親切な介護に感謝しています。今以上の介護をお願い致します。

19
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
皆さんへ
楽しく過ごさせてもらっています。
おいしいごはんありがとう。

20
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
映画「愛情物語」寄せる極限映像、銭形平次、京都祇園入り婿刑事、悪夢再び。

21
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
施設の皆さまへ
いつもいつもありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。

22
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
周りのお友達へ
毎日楽しく過ごさせてもらい　ありがとう！

23
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ

介護職員さんへ
二つの心わすれるな。
その①人にやさしく自分きびしくいきる
その②車にのる時　ハンドルにあいさつ　自分の心にちかう。

24
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
翔寿苑のスタッフの皆さんへ
世の中がより一層生きにくい環境になり、ご自身の心身をケアすることすら大変な日々に、家族のように親身に接し細部まで意識
をして下さり、本当に感謝しています。

25
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ

介護職員一同様へ
おはようごさいますから始まってさようなら迄の時間通所する私達に介護、リハビリとサポートしてくださる、スタッフの方々、心か
ら感謝をしております。増してコロナの禍の中、苦労されて頑張って任務に励まれている姿、お1人お1人にありがとう！ご苦労様
ですと心から感謝申し上げます。

26
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
翔寿苑の皆さんへ
加齢に依る体力の衰えを実感して居る今日此の頃、翔寿苑の皆様の介護に依り少しずつ「自立」の行動をとれるのを感謝して居
ます。

27
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
介護士さんへ
いつも年寄りのわがままにつきあって下さり、ありがとうございます。

28
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
職員さんへ
いつも親切にしてくれありがとう。
感謝の気持ちでいっぱいです。

29
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ

皆さんへ
いつもお世話様です。
これからもよろしくお願いします。
色々教えてくれありがとう。

30
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
看護師さん　職員さんへ
いつも大変お世話になっております。毎日翔寿苑に来るのが楽しみです。職員の方々がやさしく接して下さり、毎日翔寿苑に来る
のを楽しみにしております。毎日送迎バスを子供のうように楽しみにしております。

31
翔寿苑

通所リハ
翔寿苑の皆々様方へ
いつもお世話になり有難うございます。一言、二言多い私に対して親切、ていねいに面倒みて頂き重ねて感謝申し上げます。

32
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
みんなにお世話になります。これからもよろしくお願いします。

33 翔寿苑 通所リハ

先日、コロナワクチン接種日とデイサービスの日が重なってしまった時には利用日を変更してくれて助かりました。私は心臓が悪
く、１日で両方行くのは大変だろうと思っていたからです。又、いつもお風呂の時にタイミングよく背中を流してくれて有難う。又、リ
ハビリも利用日を変更し、しっかりやってくれた先生方に感謝の言葉を伝える機会がないので、この場を借りて有難うございまし
た。感謝、感謝です。有難う。

34
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
コロナ対応感謝します。負けずに　宜しくお願い致します。

35
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
黙々と働く介護施設の職員さん、どこに当たり様もなく、私たちの世話をしてくれる姿に心の中で感謝しています。（テレくさいの
で）
お世話になっている苑生より

36
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
デイサービスの職員さんへ
何かと故障しがちな身体で日々不安に過ごしていますが職員の方の気をそらさない声掛けをして頂き救われております。細かな
事も気にして下さり年下のみな様に色々勉強させて頂いて本当に心から感謝しております。ありがとうございます。

37
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
皆さんへ
感謝の気持ちです。いつも、いつも大事に相手していただきありがたく思っています。これからもよろしくお願いします。心からあり
がたく思ってます。

38
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
皆さんへ
いつもほめてくれてありがとう。

39
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
皆さんへ
いつもありがとう
これからもよろしくお願いします。

40
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
皆様
対策をしながら、私達が安心してサービス出来ます。いつもありがとうございます。

41
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
ヘルパーさんへ
いつもしんせつにめんどうをみていただいてありがとうございます。

42 翔寿苑 通所リハ
皆さんへ
一生懸命色々やってくれているから、コロナが出てないと思う。コロナが出てないからデイに通えている事に感謝しています。いつ
も気を使ってくれてありがとう。

43 翔寿苑 通所リハ

皆さんへ
・1人黒ひげゲームが出来てうれしい
・美味しい食事をありがとう
・前向き元気でいられる明るさをありがとう
・やりたい事をやれるのでありがとう
・消毒や手袋をして安心して出来ます

44
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
お医者、翔寿苑、お父さんへ
足がむくみキズが出来たけど、だいぶ良くなってきました。いつもとなりでお話をしてくれる利用者さん（お友だち）にも感謝します。
ありがとう

45
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
どこからでも、見守っていただいているので、園内を安心して歩いています。ありがとうございます。

46
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
翔寿苑さんへ
いつも変わらず、スタッフの皆様が親身になって接してくださいます。色々な催しがあり、楽しく過ごしています。本当にありがたく
思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

47
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
翔寿苑さんへ
いつも大変お世話になっています。おかげで自力であるける様になりました。体そうの時間がたのしみです。みんながコロナにな
らないように気をつかっていただき有りがたく思っています。これからも宜しくお願いします。

48
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
みなさまへ
いつもいろいろありがとうございます。これからもよろしくお願いします。がんばります。

49
医療法人　眞幸会
通所リハビリテーション翔寿苑

通所リハ
介護現場を支えるスタッフさんへ
いつも忙しい中、コロナ禍で、大変なのに優しく声かけしてくれて、ありがとうございます。心和みます。

51 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

皆様にはいつもお世話になっております。これからもよろしくおねがいします。かんしゃでいっぱいです。

52 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

ヘルパーさんへ
いつもやさしく対応して下さりありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。

53 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

アズハイムテラス浦和円正寺職員の皆々さんへ
いつも95才の義母が大変お世話になっております。送迎の方も義母の手をやさしく支えて下さったり、背に手をあてて下さったり、
施設内においても、寝ることができない義母に言葉をかけ相手をして下さっていることに温かさを感じています。コロナ禍において
も心身ともに明るさをもって義母に接してくださり、ありがとうございます。
長男・妻

54 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

アズハイムテラス浦和円正寺さんへ
コロナの終息が見通せない中、感染予防に気を使いながら、私の姉のドラな認知症の介護は大変な事とお察し致します。一人暮
らしの姉を毎日部屋まで迎えに来て下さり、根気強く、優しく接して頂き、ほんとうに有りがたいです。職員の方がたは仏様のよう
で私には真似が出来ません。

2 / 8 ページ



55 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

アズハイムテラス浦和円正寺介護職員　運転者さんへ
センター長様はじめ職員の方々がとても良くお世話してくださり、感謝しております。毎回デイサービスの日はいろいろな物を作っ
たり体操をよくしていただきとても楽しく参加しています。これからもよろしくお願い致します。

56 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

島田センター長さんへ
朝の挨拶、笑顔、皆さんが連携していて、一日が楽しい時が過ごせます。カラオケ、書道、リハビリ体操と絵描きをやっています。
あっという間に経ちます。本当にありがとう。感謝です。スタッフの皆さん、お体を大切にして下さい。

57 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

アズハイムテラス浦和円正寺の皆々様が私は大好きです。歩くのが不自由な私が立ち上りますとすぐに手助けして下さり、本当
に有難うございます。

58 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

（株）アズパートナーズ　アズハイムテラス浦和円正寺さんへ
<作業中>足わるき人、急に立ち上がり駆け寄るスタッフ3人アズハイム（怪我の無いよう、何時も見守ってくれてます）
<昼食>1口ずつ口をあけてと、声をかけスプーンやさしくアズハイム（1人1人に合わせ丁寧に対応）
<円正寺探検隊>ゆっくりと青空の下　花を見て　スタッフ　やさしアズハイム（公園などに散歩に連れて行ってくれます）

59 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

アズハイムの皆様にはいつも世話になりありがとうございます。これからも宜しくおねがい致します。

60 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

アズハイムテラスの皆さんへ
どの方も皆さん、いつも優しくしてくれる。だから1人は選べない、と本人の言葉です。感謝しております。

61 アズハイムテラス浦和円正寺
通所介護事業
所

アズハイム円正寺センター長及びスタッフの皆さんへ
いつも大変お世話になり、感謝しています。私全員に細かく目をくばり、当日から名前一人ずつ覚えていて下さり、私達の小さな
動きにも声をかけ、かけよって来て下さいます。そして、我々をいつも明るく気持ちよくさせる様に一日楽しく暮らせるようにと全力
で動いて下さいます。どんなにお疲れかと思いますが大声で明るく優しく天使様です。季節に応じて、外へ連れ出したり、あちこち
見学に行って下さったり、楽しませるための催し物を企画していただいています。敬老会にはスタッフの先生方が踊ったり、お土産
をいただいたり、思いもかけず私は米寿のお祝いに写真立てに幸せな私が写った花飾りのものいただきました。いつも私達の事
に全力で楽しませて下さっている皆さんに感謝で一杯です。お誕生会もステキです。今後共よろしくお願いします‼老後、最後の期
間にこんな楽しく素敵な場所に恵まれ幸せと感謝してます。ありがとうございます。目が不自由でお世話になってますので読みづ
らく申し訳ありません。

62 デイホーム　花みずきの家
通所介護事業
所

デイホーム　花みずきの家さんへ
全介助の妻が骨折した時は、通所介護を断念すべきかと思いましたが、代表はじめ皆さんから「全面的に支援するので大丈夫」
と励まして頂きました。また、家庭での介護負担を減らせるようにと、日常的に排泄に至るまで健康管理をして頂き感謝の気持ち
でいっぱいです。

63 デイサービスセンター　みずほ苑
通所介護事業
所

「自分はデイサービスに行けて本当に幸せだと思う」と言う母は、みずほ苑が大好きです。利用者1人1人の能力を知っているみず
ほ苑さんのスタッフの方々は、プロの手腕を発揮して利用者を上手に活動に参加させてくれ「私の事を頼りにしてくれている」と生
き甲斐を感じさせてくれます。裁縫をしたり、畑でダイコンを抜いたりと日々の活動は多彩です。また、私が現在は海外にいる分、
何かと担当の方からはお心遣いを頂いております。先日も、コロナの入国規制で年末年始の帰省が難しくなっているところに、わ
ざわざ担当の方からご連絡を頂き、すぐに訪問ヘルパーさんを手配してくだりました。個々の家庭の事情にも配慮してくれる点で
も本当に感謝、感謝の連続です。いつもどうもありがとうございます。

64 株式会社さくら・さくら その他
株式会社さくら・さくらさんへ
亡くなった祖父がお世話になりました。命日から今月でちょうど2年になります。
そちらで過ごした日々は祖父の心に楽しい思い出として残っていると思います。本当にありがとうございました。

65 さくらんぼ一番館
高橋　明子様
（さくらんぼ職
員の方々も）

介護老人福祉
施設

高橋　明子さんへ（さくらんぼの職員の方々も）
様々な問題が体のあちこちにあり、骨折手術後のケア、顎骨壊死、指の先の壊死、心臓の病気からくる足の血液不順など。その
ケアは本当に大変だったと思うが、常に先々のことを考えて適切にていねいに処置し、きめ細やかな介護をしていただき、心から
感謝しております。看取り介護に入ってからも母が苦しまない最善の処置を考えて下さって、母は安心して最期をむかえられたと
思います。ありがとうございます。

66 デイサービスすずらん
通所介護事業
所

いつもお世話になり、ありがとうございます。感謝いたします。
スズラン、スタッフヘ
スズラン、スタッフヘ

67 デイサービスセンター彩優
通所介護事業
所

スタッフの皆様へ
いつも母がお世話になり大変ありがとうございます。毎朝、迎えの車が来るのを楽しみに待っています。これからも宜しくお願いし
ます。

68
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

彩優さんへ
彩優さんはいつもえ顔で迎えてくれてありがとう。かゆい所に手をかしてくれる所

69
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

スタッフ一同の皆様へ
日頃お世話になっています。デイサービスに来て皆さんがいつもしんせつにしていただいてありがとうございます。これからもよろ
しくお願いします。

70
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

私は1人ぐらしで、さびしい時もありましたがケアマネさんのお世話でデイサービス彩優にいれてもらってうれしさと感謝の気持ちで
本当に自分自身もありがたく思っています。はじめは1週間に2回ぐらいでしたが今は毎日が楽しくって月ようから土ようまでげんき
でお世話になっています。いろんな人たちもいますが私自身は本当にしあわせです。しょく員さんやスタッフの方はいろいろたいへ
んだと思いますがこれからよろしくおねがいします。いつもありがとうございます。

71
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

彩優さんへ
楽しく過ごしています。ありがとうございます。職員のみなさんが頑張ってくれて助かっています。

72
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

彩優のみなさんへ
みなさまにはいろいろ気遣っていただき、いつも優しくしていただき、とてもありがたく思っています。これからもよろしくお願いしま
す。

73
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

彩優職員の皆さんへ
彩優にお世話になって6ヶ月経ちました。優しい職員の皆さんと一日楽しく過ごせています。仲間もたくさんできました。お誕生日に
は大きなひまわりの色紙を頂き嬉しくお家でかざっております。これからもよろしくお願いします。

74
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

彩優さんへ
老いの身に元気をくれる所、皆んなえ顔で迎えてくれてありがとう

同期の櫻
あなたと私は同志の櫻
同じさいゆうの庭に咲く　咲いた花ならいついつまでも皆んな元気であいましょう

75
デイサービスセンター彩優・羽生
南館

通所介護事業
所

花と花瓶
花束が投げこまれたように西日に照らされた部屋は急に明るくなった。彩優羽生南館の皆さんの爆笑が絶えない。
老人のレクリエーションの貴重な一日が終った。明日への身心身を支える糧になる。綺麗な花と花瓶が良く似合う。

76 愛・小規模多機能上彦名
居宅介護支援
事業所

愛・小規模多機能上彦名さんへ
いつもお世話になっています。ありがとうございます。

77 愛・小規模多機能上彦名
居宅介護支援
事業所

愛・小規模多機能上彦名さんへ
骨折、リハビリ退院後の入所でしたが歩行器での訓練など寝たきりになることなく大変助かっています。又、入浴に消極的な母を
誘導、補助していただき、時には爪切りまでしてもらい母もスタッフの方に身をゆだねているのだなと感謝しております。

78 愛・小規模多機能上彦名 青柳様
居宅介護支援
事業所

青柳さんへ
何時もお世話になってありがとうございます。デイサービスより帰ると明るくなったと云われます。スタッフの皆様もありがとうござ
います。

79 愛・小規模多機能上彦名
居宅介護支援
事業所

愛・小規模多機能上彦名さんへ
今まで母親がショートステイを拒否し、利用が出来ませんでした。今回緊急やむを得ない事情があり、小規模多機能短期利用が
出来て大変助かりました。
母親はまた泊まりにいこうかな、と話をしています。現状はデイサービスのみでの利用ですが、いづれまた小規模多機能が利用
できればと思います。

80 愛・小規模多機能上彦名
居宅介護支援
事業所

スタッフの皆さんへ
いつも御世話になっております。男性、女性の若いスタッフさんも細かい所に本当に気付いて下さり、有難く思います。
気安く、何でも話しかけられ相談出来る雰囲気があるので素晴らしいと思います。

81 リハ倶楽部風凛
通所介護事業
所

リハ倶楽部風凛さんへ
週1は3年余前、週2は今年5月からです。検温、　血圧測定、聞きとり、などに始まり体操、マシン、暖め、自転車こぎ、強化訓練と
プログラムがあり、それぞれを楽しみながら、身体の衰え、コロナ対策など配慮して頂いています。
こんな私が92歳すぎまで1人暮らしを続けられるのも毎週のふうりんでの過ごし方のおかげと感謝しております。
こちらを教えて下さった見沼区南部地域包括センターの本間さんにも感謝しています。

82 介護老人保健施設ぬくもり
介護老人保健
施設

埼玉慈恵会　介護老人保健施設ぬくもりさんへ
伯母がお世話になり、いつもありがとうございます。介護現場は多忙で、こちらからの連絡もなかなか取りついでもらえない施設
が多い中、ぬくもりさんにおかれては、事務の方、相談員の方、介護して下さる方、皆さん親切で、コロナ禍でも安心して生活でき
ています。職員さんの意識がとても高いと思います。これからもよろしくお願いします。
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83 エクラシア狭山（デイサービス） 石田　良子様
通所介護事業
所

エクラシア狭山　デイサービスの石田　良子さんへ
言いたい事が10あって、その7～8割は我慢をして言えなかったり、待つことが多い中にあって、そんなもどかしい意を汲んでくれ
て同じ利用者の目線で接してくれることが嬉しいです。
辛い時も、いつもピエロのようにおどけて馬鹿をやって心を和ませてくれる。
介護の技術は勿論ですが更にそういう心づかいって大事だと思います。苦しい時、辛い時にも彼女の顔を見ると救われていま
す。人の心の痛みを慮ることができる石田さんの優しさに普段の感謝とありがとうの気持ちを伝えたいです。
追伸：頭の良い人なのに馬鹿なふりをして馬鹿をやってくれるところが凄いです。絵もとても上手です。

退屈そうにしていると、彼女は忙しい合間をぬって、こんな楽しいお絵かきしりとりをつくって楽しませてくれます。
いつも有り難く感謝をしています。
ほんの一例ですが同封します。こんな手間のかかることも面倒臭がらず自分の休憩時間まで使って描いてくれる石田さんの思い
やりに「いつもありがとう。」が言いたいです。

84 デイサービスセンターあおやぎ
通所介護事業
所

デイサービスセンターあおやぎのスタッフさんへ
いつもお世話になります。コロナで職員の方々も大変な思いをしながらの介護だと感じております。きっとお世話になっている家族
はみんな感謝しかないと思います。家族でないだれかが見てくれることがすごくうれしいです。これからもコロナに注意しながら、
がんばってください。

85 デイサービスセンターあおやぎ
通所介護事業
所

デイサービスセンターあおやぎのみな様へ
週1回ではありますが帰ってからの話を聞くところによると、コロナ禍の中、色々思案して下さり、先日は外でのサークル茶会でみ
んなで楽しく話しをして大笑したと話してくれました。楽しい時間を作って下さり大変感謝しております。

86 デイサービスセンターあおやぎ
通所介護事業
所

毎日笑顔で送り迎えを本当にありがとうございます。心より感謝致します。

87 デイサービスセンターあおやぎ
通所介護事業
所

係の方々へ
いつも心を忘れないお心感謝いたします。勝手気ままな我々にいつも接していただき、ありがとう存じます。これからもよろしくお
願い申し上げます。

88 デイサービスセンターあおやぎ
通所介護事業
所

デイサービスセンターあおやぎ一同様へ
笑顔が生まれる暖かい気持ち、そしてやさしく接し心より御指導御支援して下さるデイサービスの先生方、決して忘れる事は有り
ません。コロナウイルスが消えて、又大声で話し合い歌い行動する事が出来る事を常に希望しています。世界の平和は健康から
頑張りましょう。

89 デイサービスセンターあおやぎ 横田様
通所介護事業
所

横田さんへ
いつも大変お世話になり、ありがとうございます。食事、風呂、送迎等、元気と介助感謝しております。今後ともよろしくお願い致し
ます。心よりありがたいと思っております。

90
愛の家グループホーム春日部一
ノ割

グループホーム
愛の家グループホーム春日部一ノ割ふじユニットスタッフさんへ
本日は私の誕生日に思いもしなかったうれしいもてなしを受け、一生忘れる事はありません。どうも有難うございました。

91
愛の家グループホーム春日部一
ノ割

グループホーム
愛の家スタッフさんへ
デイのスタッフのみんながやさしくしてくれて、いつもハッピーです。
食事も暖かくておいしいのでうれしいです。おかげでいつも元気、元気でいます。ありがとう。

92
愛の家グループホーム春日部一
ノ割

グループホーム

愛の家スタッフの皆さんへ
コロナ禍のなか、運営推進会議が開かれないですが、デイの状況はきめ細かく報告して下さり、助かっています。行事も出来る限
りやってくれ、本人は楽しいと言っております。「長生きの秘訣はデイに通うことだ」とさえ話すので安心で、このような施設に出会
えたことを感謝しています。

93 ソフトリハ・フルール
通所介護事業
所

ソフトリハ・フルールさんへ
ソフトリハ・フルールさんに通所してちょうど1年経過しました。コロナ禍の最中で心配もありましたが、オープンの日からお世話に
なり、職員のみなさまの親切でやさしい姿に感謝しております。今は私の「生きがい」です！

94 だんらんの家　岩槻
通所介護事業
所

ほっこりするもうひとつの家庭だんらんの家でスタッフの方々、すべての方々に支えられながら98才のおばあちゃんは彩り豊かな
人生の日々を過ごすことが出来ています。頑固さゆえに迎えのバスに乗らず二度も迎えに来て頂き申し訳なさと感謝の気持ちで
いっぱいです。細やかな健康観察で日々の様子がよくわかり、ブログによって行事の楽しさが伝わり笑ったり感動の毎日です。だ
んらんの家に出会えたことがおばあちゃんにとっても家族にとっても本当に幸せです。

95

介護従事者の皆様へ
毎日のお仕事、本当にありがとうございます。介護の仕事をされている方たちは体の痛みや疲れだけでなく精神的疲労にも対処
しなければならない、という記事を読んだことがあります。
そうした中で誠実に又優しく要介護者に接してくださるおかげで安心感を得ることができます。どうぞひとときの憩いを持ちながら
お仕事お続けになってください。心より感謝申し上げます。

96
あねとすデイサービストレーニン
グセンター

松嶋様
通所介護事業
所

松嶋所長さんへ
総管理さん、及び介護職員さんの朝の挨拶から始まり、帰りの挨拶までの間、私たちを見て下さり、色々な催しなど面倒な事ばか
り、大変迷惑をかけている私達を介助していただきありがとうございます。コロナ禍の忙しい中での事なので尚一層の事と思いま
す。

97 リハ倶楽部さくら
通所介護事業
所

リハ倶楽部さくらスタッフ全員の皆さまへ
病院退院後から即、貴施設にお世話になり、早2年が経とうとしています。私には「当施設での程良い緊張感のリズム」と「リラック
スさせてくれるコミュニケーションの量」が又、「来週も来たい」気持にさせてくれます。スタッフの全員の方々の「仕事への高いモチ
ベーションにいつも敬服しております。感謝でーす。感謝々

98 グループホームたんぽぽ グループホーム
たんぽぽ・かたくりの職員さんへ
夜勤明け、疲れた身体で（おはよう）と元気な声で、スタッフが挨拶してくれて、ありがとう。今日も１日、元気で頑張るぞ。

99 グループホームたんぽぽ グループホーム
たんぽぽ・かたくりの職員さんへ
笑顔でどうかしたのと話しかけられ悩みがあるなら話してよ。相談のるわよと声かけられて、聞いてくれてありがとう。職員さん、頼
りにしています。

100
ライフアップサポートおたっしゃ倶
楽部

通所介護事業
所

ライフアップサポートおたっしゃ倶楽部さんへ
私は脳梗塞で半身不随麻痺で21年になろうとしています。又うつ病もあり精神的な病を持っていてデイサービスを利用しているも
当時のケアマネの紹介で当該施設を体験見学し心からか親切に優しく指導し対応してくださる至誠に感服して平成26年5月から
当施設を週4回利用していますが心の病も起きず細心の計らいを利用者毎にして頂き個別機能訓練もご指導を仰ぎ、コロナ予防
対策も随所に亘り運動機器等設備も充実で　毎回職員の皆様に温かい対応に感謝しいつもありがとうございます。当施設の方針
に感謝申し上げます。

101 ハーモニーライフ大宮 島立様 その他

施設長はじめスタッフの皆様へ
敬老日
1人1人の心よみ
世界に一つの
表彰状
施設長さん、介護士さん皆さんが協力して一流高校の卒業式の様な敬老会をして下さいました。御馳走、洋菓子和菓子有り、長
生きしそう

102 ハーモニーライフ大宮 その他
方波見相談員、介護士一同さんへ
ハーモニーライフの職員さんは何時も変わらぬ笑顔で仕事に満進一同総理公奏者の顔を見せて下さり、私の心は毎日安心、安
全です。お風呂場排水口はふたに御飯が寄せられる程、衛生でスリッパも毎日消毒済です。

103 あすなろ新座 有料老人ホーム

あすなろ新座さんへ
あなたと会ったのは2年前、ピカピカのあなたにワクワクと不安の入り混じった私でした。今、あなたはたくさんの入居の方を迎え、
看取りで入居する方も多くなりましたね。いつも笑顔があふれる終の住処がなれる様に頑張りましょう。スタッフが一丸となって、
あなたを支えます。

104 吾亦紅デイサービス
通所介護事業
所

介護現場の皆さんにはいつも感謝の気持で心よりありがとう。頭がさがる気持です。人のできない仕事です。心からしみて感謝申
し上げます。ありがとうしか言えません。

105 うらわの里
介護老人保健
施設

まさか私がこういう施設に入るとは思っていませんでした。入るとわかるのですが、大変親切で、ていねいに扱われています。あり
がとうございます。今後もよろしくお願いします。

106 だんらんの家岩槻 近藤　桂子様
通所介護事業
所

やさしい近藤さんです。いつも私たちをめんどうみてくれる人です。私は2年近藤さんにおせわになっています。

107
埼玉メディカルセンター附属介護
老人保健施設

高山様
湯本様

介護老人保健
施設

高山さん　湯本さんへ
4ヶ月の入院生活の中で、家庭的で温かな介護に胸が熱くなる想いでいっぱいでした。院内には心が病んでおられる方、高齢の
方もおられますが一人一人に耳を傾けられておられました。その姿には、沢山の元気をもらい、そしてお二人にはエールを贈りた
いと思いました。身体と心を前向きに、そして元気にして下さったお二人と事業所の皆様に心より感謝申し上げます。

108
社会福祉法人　末広会
特別養護老人ホーム第2春香苑

介護老人福祉
施設

社会福祉法人　末広会　特別養護老人ホーム第2春香苑
拝啓　寒気厳しきおりでございますが、皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は両親（鈴木民正・鈴木佐智子）
に対して格別のお世話・ご配慮をいただき誠にありがとうございます。
この度のコロナ禍において、介護の最前線で活躍されている貴施設のスタッフの皆々さまにおいては、ひとかたならぬご苦労が
おありと推察いたします。ただただ感謝いたします。
　また、先般1月2日に無理を承知で訪問し、2月の面会制限以来、両親に会える機会をいただいたこと、誠にありがとうございま
す。両親とも元気な様子を見ることができて、家族は安心いたしました。
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　父については、パンがゆとヨーグトなどしか口にしないにもかかわらず、ことのほかしっかりしている様子に、家族一同びっくりい
たしました。これも父に根気よく食事をさせてくれるスタッフの皆様、栄養を配慮して食事を作ってくれている皆様のなみなみなら
ぬご努力の賜物と思っております。父の言葉が悪く、本当に申し訳ありません。
　1931年生まれの父は、2月15日で90歳となります。2018年10月に父は脳幹梗塞で独り身の自宅で倒れ、ご近所さんと第2春香
苑のスタッフの連携で緊急救出されました。第2春香苑とご近所さんの機転で、長らえた父の命が、90歳を迎えられるとこまで来る
とは、ゆめゆめ思っておりませんでした。施設に入れていただいても、父の母校がでる春の甲子園まで、夏の代替試合まで・・・頑
張ってくれたらいいなあと思っているうちに新しい年を迎え、面会できたこと、そして父がしっかりしていたこと、私共家族は、感激
しております。あとは、仙人のようになって100歳まで生きてもらいたいと思います。

　母においても血色がよくマニュキュアを塗ってオシャレしている姿を見て安心しました。2月から家族が面会できなくなり認知症が
進んで息子のこともわからなくなってしまうことも覚悟しておりましたが、そのようなこともなく、本当によかったと思っております。嫁
と孫娘の区別はついていないような・・・
　コロナはいつ終息するのか見当もつかない状況であり、第2春香苑の山本施設長・大塚さんをはじめとする直接お世話をしてく
れるスタッフ、看護課、食事係等々の皆々さまにおいては、緊張して仕事をする日々が続くとは思いますが、施設にとってかけが
えのない皆様ですから、健康だけはご留意いただきたく、お祈り申し上げます。本当にお世話になります。ありがとうございます。
敬具

109 第2春香苑 山本　明美様
介護老人福祉
施設

第2春香苑　山本　明美　様
母が大変お世話になりました。
看取りの件でお伺いしましたときにはいろいろとお話できましてその節は誠にありがとうございました。
仕事の方は少々見切り発車にはなりますが、こうして母を自宅に戻ってもらえる日が迎えられまして親子共々、春香苑の皆さまの
ご厚意に深く感謝致しております。
コロナ禍という中でも無理なお願いにもご対応いただきましてケアマネジャーの大塚さんをはじめ、栄養士の宮田さん、そして下
枝さんをはじめ椿のスタッフの皆々さま、母を大事にみて頂きましたこと娘として本当にありがたく思っております。

下枝さんには、母を訪ねて来られた母のお友達にも親切にご対応頂き、後日その方からはいろいろな施設にお見舞いに行ったけ
ど、あなたのお母さまがいらっしゃる所は場所も建物もいいし、第一あんなに心のこもった応対をしてくれたところはありませんよ、
いいところに入れてよかったわね、とお手紙をくださった程でした。
スタッフの方々の歌や踊りのパフォーマンスもとても印象に残っています。喜ぶ顔にしたい、笑わせたい、そんなひたむきさが熱く
伝わるイベントでした。
いろいろ思い起こしますと、こんないいところを去ってしまっていいのかしらと去りがたい気持ちの狭間で悩みますが、館長様自身
もお辛い状況にあっても役目を全うされてらっしゃるのですから、私も決めたことですのでプロの皆さまのようにはいきませんが、
ゆる～くがんばっていきます。

本当に春香苑さんにお世話になってよかったです。三年間たいへんお世話になりました。ありがとうございました。
またなにかお聞きしたりすることもあるかもしれませんので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
まだまだ大変な時期は続きそうですが、館長さまはじめ皆々さまのご健康とご活躍をお祈りいたしております。
三年間いろいろ助けて頂きましてありがとうございました。
令和3年5月31日(月)
宮田　一世

110 デイリハセンターうちリハ籠原店
通所介護事業
所

リハビリセンターうちリハ籠原店さんへ
大変お世話様です。週三回のリハビリを楽しみに毎朝三十分以上の自己流の体操を続け頑張っている主人です。
連休中もリハビリは休みなくお世話いただき感謝申し上げます。お体に気を付け今後も宜しくお願いします。

111 サンシティ東川口 伊勢　令子様 有料老人ホーム
伊勢さんへ
連日御苦労様です。私の妹弟も遠方にいるため施設に全面的に依頼していますが中でも伊勢さんの労若には唯感謝あるのみで
す！

112 サンシティ東川口 有料老人ホーム

前略、私は、現在有料老人ホームに入居中です。平成19年に入居以来約14年になりますが、それまではマンションに一人で暮ら
していましたが年々友人知人が亡くなり1人暮らしが心細くなってきました。そこで老人ホームに入居しようと資料を集め立地、入
居費用等選定し見学をしました施設の内容歴史、オウナーの経歴等調査し、よいところには、体験入居を申し込みその結果東川
口のサンシティに決め入居いたしました。入居後友人もでき平穏な生活が続きましたが、平成29年11月人間ドックで心臓の大動
脈不全による機能障害で即治術けっかは、成功しましたが身体障害者1級の認定を受けました。更に同年前立腺がんの骨への
転移が見つかり現在も抗がん剤治療をつづけています。その他糖尿、高血圧症あり治療しながら生活をしています。この間老人
ホームの介護スタッフのみなさんには、入退院時の付き添い退院後の看病等心身ともに手厚い介護を受け深く深く感謝をしてい
ます。世間では、連日のように老々介護の悲劇報じられていますが閉じこまないで早く行政機関地元の民生委員等に相談して解
決してください。
平成3年11月　　越石萬三

113 デイサービスふくろうの森 砂田　様
通所介護事業
所

しのとう社長様と砂田様ありがとう（ヘルパー）
いつも明るく笑顔でみ送る姿、感謝と感動しています。私ときっと5才ぐらい上でイキイキとしてる砂田様に敬意を感じています。主
人と共々老後を安心し生きていきたいです。脳コウソク7回は私名に名よはありません。指導とその愛に感謝しています。（原文マ
マ）

114 東部包括センター内 駒沢　美幸様 その他
ケアマネさんの東部包括センター駒沢美幸（コマザワミユキ）様へ
いつも心あたたまるアドバイスやケアや相談を本当に本当にありがとうございます。駒沢美幸様には、愛が感じます。ま心の愛を
どうかいつも定年まで私のそばにいて下さい。はなれたくないぐらい御立ぱで心がおやしく本当に感謝しております。

115
医療法人恵貴会
グッディースマイルケア

塩田　まゆみ
様

通所介護事業
所

管理者、生活相談員塩田まゆみさんへ
私は熊谷市内の介護施設を4～5の施設を知って居ますが其の施設の状況を見た訳では有りませんが噂ですがいじめやいやが
らせもあるとの事、そんな話を聞くと施設内でも色んな事があるんだなと思う。私も86才にもなってどこかの施設にお世話にならな
ければと思って居た所ある（ケアマネ）さんと出合い、グッディースマイルケアを紹介され、1日入会体験させてもらい施設内を見る
と色んな設備が揃って居るし、職員皆さんの親切さに驚きグッディースマイルケアに決めました。

116 リハスタジオ花咲
通所介護事業
所

リハスタジオ花咲さんへ
私はリハスタにお世話になり、3年が過ぎました。始めは不安でした。が来るたびに話しかけられレッドコードや運動に指導されス
タッフ皆さんが明るく面白く愉快に冗談言ったり面倒みています。脳も使い神経も活発になり、身体も若返り元気になり素晴らしい
所です。特に菅野氏は一人一人を気を使い素早く行動しています。

117 介護老人保健施設ぬくもり 岡部介護士
介護老人保健
施設

岡部介護士さんへ
デイサービスでお世話になっております。当初自分の年齢を忘れ、情けなくて涙が出る事ばかりでしたが、今は介護士さんのやさ
しい声がけ、労りに励まされ涙が出ます。「今日は体の痛みはどうですか？」うれしい一言で癒されています。

118
グループホームみんなの家上福
岡

グループホーム
スタッフの皆様へ
コロナ禍のなか、お疲れ様です。ブログで日々の様子を見るのが楽しみです。ありがとうございます。

119 早稲田イーライフ東大宮
通所介護事業
所

早稲田イーライフ東大宮スタッフ指導者の方々に言葉を贈ります。
"目くばり″"気くばり″"優しさ″"思いやり″ヨタ・ヨタ・ヨロ・ヨロの私たちにいつも手をさしのべて丁寧なお声がけこんな細やか
な温もりに甘えてしまってます。
さあ！はじまり始まり1.2.3.　2.2.3.＿とまるで幼稚園でーす。
歩くこと、体を動かすこと　こんなにおとろえているとは失ったことに気がつかされます。ハーイ出来ました。拍手パチパチ！！想
像して下さい。みんな笑み浮べ可愛いいもんです。スタッフさんのリードのおかげ。
さらに驚くこと　それはスタッフさんの"ありがとう″の声、ひとりひとつほめことば「ありがとう」と言ってくれるのです。誰も恥ずかし
くありません。この言葉は私たちがつかうものですのに！！あらためてありがとうです。

私たち100才時代といわれる昨今　全く未知の世界です。心も体も不安だらけですが健康、健脚あっての高齢者をめざして1.2.3＿
とこれからも御指導下さいませ。お礼まで
生徒　隈崎　悦子　84才
最後になってしまいましたがコロナ対策100％満点きめこまい消毒の姿を拝見。信頼の中レッスン安心して欠滞することなく出合
の場を作って下さいます。感謝いたしております。

120 みつわデイサービス
通所介護事業
所

みつわデイサービス職員皆様へ
私は93才の老農婦です。事変戦争食りょうなんとの時です。無学ですので宜しくすいさつして下さい。お世話になって居る所は私
のような家だけしか知らない者はとても仲間入りは無理とあきらめて居りました。知人に声かけられ、行き始めたところ正反対　週
に二日の行く日は気分的に芳しくなり心もお安ぎます。車からおりると笑顔いっぱい待っていましたと言わんばかりむかえてくれま
す。ほっとします。皆さんどんな研修を受けてきたのかとみるほどです。室内は清潔です。部屋は職員さんに手伝って頂いた折紙
人形時季に合わせ感心致します。リーダーについて来いではいません。リーダーにつづきますと言う様に皆さん天職です。私もい
つか家族の様な気持ちになってしまい私達だけでなくこんな時代のいつまでつづくことは希って居ます。（原文ママ）

121

昨年夫の施設への入所が決まり、認知症も表われてきて家での介護が困難となり、3年前頃からその施設の介護のトップのＡさ
んが担当になりその頃私の体はまがり20才の時手術した手首は激痛が。歩くのも私自身突然に歩けなる事多くなり、特養の施設
は4分もあれば行けるような所だったし何んと言っても誰よりもたよる事出来るAさんがいるので3月23日ショートだからとすぐむか
えに行くとうそをついて入所させた。今思うとその事が夫をくるしめ私をくるしめる事になるとは思っていなかった。Aさんは私ばか
りでなく、すべてにいおいて皆たよって色々心配せずにおくれるような事出来る施設っだので夫も毎日私が行ってあげられる。お
世話になるのだから皆さんの洗たく物位たたむの手伝うつもりでおりました。

色んなうわさは近所の方、以前入所され亡くなったという方からお聞きしましたが人はうわさが好き位にしか思わなかったので気
にしませんでした。今思うと夫に申し訳なかったとくやまれてたまりません。コロナさえなかったらと。Aさんがいる時夫はその頃膝
の手術片方しか転倒して背中圧迫骨折をしてしまい、片方の人口関節、高さのバランス悪くよく転倒、頭を打つ事多く硬膜血腫そ
れが原因でついにアルツハイマーに。何かあったら大きい病院へとお願いして入所させたのですが色々出来ると言われ、Aさんが
いる頃、先進医療も出来ようような看護婦さん、それに私達を助けてくれる有償タクシーのサービスもなくなり、夫の事をAさんから
引きついたBさんはAさんのように夫の様子を時々知らせて下さり、褥瘡の時はフットケアーに一緒に行って下さり、面会コロナの
ため禁止の時も二階から夫の姿を一瞬ですが車イスで遠くにいる下にいる私に安心するよう見せて下さる時もあり、ありがたかっ
たがある時私はBさんも必ずやめるにちがいないと思った事があった。
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私のあってほしくない事がついにBさんも又ヘルパーのトップのCさんもやめていった。そして今年3月ついにそれは2月25日夫の
足がひどいむくみで病院へ行くので一緒してくれと連絡。ひどいむくみで夫はいつもより元気なくこれは大変と思った。褥瘡の菌が
まわっているとの事翌日私は施設に行って入院させてほしいとお願いしたが返事はなく3月1日早朝意識がないと私がすぐ行くと
言うと来ないでほしいと看護師がくるからと待てと。電話なく病院へと言われたのは昼近くだった。夫の身を案じて病院の外来でま
ずコロナの検査陰性だったので病院が受け入れてくれ、こんなにひどくなるまで何故連れてこなかったかと叱られました。たしかに
コロナはこわいけど夫の命も今思うと何もかもが入所させる前の条件はなくなっていた。

その時ぐったりしてもう駄目かと思っていた夫が点滴で枯れた花が生き返ったように元気に。コロナは誰がなってもこわいけど、今
苦しんでる夫の命を何故助けようとしないのか病院の方々はそれは必死になって助けてくれた。私は今度こそ施設を出る事を施
設が見つからなければ家に連れてくる事をきめた。夜7時夫は肺炎と分かった。あの時全く元の夫に病気なんて信じられぬ程元
気に。
今日はうれしいおまえがそばにいてくれるから楽しい人生だったありがとう。
30分位入院の仕度するからと看護婦さんに言われ2人で待っていた時の事だった。たしかに私は2人の子供達のおかげで2人の
子供達家族が海外勤務だったので、2人で子供がさんざ働いてくれたのだからこれからは好きな事して下さいと働くだけの人生は
しないで下さいとカメラ2台買っておいていったので日本中すべて旅行、海外の孫達に会いに4回そして海外旅行それからさいた
ま市の歴史探訪と音楽鑑賞の会にと毎日2人で沢山な友達も出来すもうも好きなのでマス席で4回　会の役員の方がJAXAの方
でしたので筑波へつれていただいたり、それは本当に元気でいるうちに出来た事本当によかったです。それから入院翌日から足が切断しなければならないと病院から施設は何もしてくれなかったそして食事も出来なく胃ろうにすると
泣きながら同意書にサインした。足はカテーテルで血栓取りのぞく事出来ほっとしたのもつかの間胃ろうは心臓に胃がはりついて
はなす事がむずかしくなり鼻からチューブになった。
それでも夫はがんばって43日間入院して医療の出来る所をとその時私夫が施設に3月23日入所。今まで物置の中のダンボール
の山になっていたのを痛む右手をかばって左手のもっと悪い手を使って片づけその時左手の肩の腱を切ってしまった。あの時の
痛さは言葉にならない程4月21日だった、コロナはますます医者に行くにももし何か夫にあったらコロナに私がかかったらと思って
激しい痛みに死にたいと思った。

トイレに行くにもベッドから起きるのは右手まで痛めてしまっているので本当に困ったその時要支援だったので介護をお願いして
ヘルパーの助けをかりた。そして昨今12月4日ソフトフルールリハをケアマネからすすめられた。手術をお願いしたが担当医から
手術しても50％いかないと言われ本当に夫さえいなかったら生きているのが辛かった。あまりすすめられるのでフルールの見学
に行った。まずおどろいたのは職員の明るさ若い職員が多い事半日いくつか体験してみておどろいた。帰りの時痛む腰が少しの
び、歩くのがいつもより楽にそして肩が動く（少しだけど）帰宅してすぐ夫のために元気でいなければと申し込みをした。そして年明
けて私の方は少しずつ良くなるのが楽しみになってきた。

夫の入院で新に入所施設を病院も探すが私の方でもと言われ医療が出来ない所へは入れたくない。パソコンで探すけど私の今
の状態で私が行けない所ばかり困ってデイのリハビリの送りの車でどうしたらよいか泣きたい位困っている話をマッサージの先生
に運転して私を最後の送りだったので話をするとフルール有料老人ホームが近くにある事を知り私の夫の話をすると翌日所長さ
んが来てくれ私の希望も私の事をマッサージの先生から聞いたと今有料は満室だがショートステイも経営しているので先ず先に
そちらで在宅医もつけてみて下さるとこのコロナでまして重病の夫をそして個室に面会も出来る範囲でさせて下さると命を大切に
このコロナ禍で勇気を持って受け入れて下さる方が私は涙があふれそうになった。夫はもうその時長くはないと悟った。病院の人
も本当にやさしくしてくれ何回か書類を持ってナースステーションに行くと必ず夫に会った。

ふしぎだった。一回は春日ですと窓口に私が行くと夫は奥で車いすにのって私の声で手をふる日もあり時々お母さんはと言うので
お家にいるよというとよろしくお願いしますと話す事もあり、入院中一度ナースから今日リハビリでつかまり立ちだけど一歩歩いた
と電話してくれた事もあった。夫のためにフルールさんは大変つくしてくれました。ショートのひまわりへ入所した時そこも若い職員
の多い明るい人柄その場の空気で一緒に行った娘も安心出来ると。夫にもう苦しまないでいられることを告げると目はあかなかっ
たがうれしそうにうなづいた。医者が来てくれるからと言うと
そしてケアマネが朝おはようと言うとおはようとそして必ずお母さんはと聞いたとお家にいてリハビリがんばっているよというとよろ
しくと言っていたと熱を出す日も多くなり知らせが入ると娘とかけつけた。痰がからむ日が多くなり、もう最後かとナースの方が痰
を何回も何回も本人がいやがりくるしむ事もなくそしてあんなに前の施設ではむくんでいた足がすっかり元通りにそして7月近く有
料があいたので今日そちらへと言われもうおしまいと悟った。
最後なので夫のために用意して下さった事と思った。死の前日、様子おかしいからと娘が事故になりかねない程スピード出してか
けつけた。
すごい痰ナースが手なれた手つきで15分位かかったが夫は目をつむりじっとしていた。お父さん目をあけて私を見てというと出来
ないと首をふった。声は出なかったけど口のあけ方で分かった。
お母さんありがとうと言っているのが。

左手のむくみはおそろしい程だった。
私がなでてあげていると子供のようにすやすやと寝息を立てて、娘がコロナがあるので長居して皆にめいわくかけると悪いという
ので、係の方によろしくと伝え、翌日何かあれば電話くれるというので夕方血圧が急に下がりはじめたと娘とスピードで行ったが死
にまにあわなかった。自分がおかしくなる位泣いた。
まだ夫の体はあたたかった。
フルールの職員の皆様　コロナの中、夫をそして私を助けて下さり、ありがとう
死は必ずいつか来ますがフルールの勇気を持って夫を受け入れて下さった事感謝で一杯です。在宅医の先生
最後よかった夫に最初くるしいかなしい思いをさせましたがフルールさんの皆様のおかげで前はどうあれ最後よしでしめくくれた
事私もこれからどんな事になるか分かりませんが最後までコロナにまけず楽しみながら生きる人生でありたいと思います。
フルールさんに会えて幸せです　ありがとう

122 エクラシア西浦和 その他 エンシュアバニラありがとう

123 エクラシア西浦和 その他
介護スタッフの皆さんへ
いつもお世話して頂きありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

124 エクラシア西浦和 その他 うめぼし　いつもありがとう
125 エクラシア西浦和 その他 コロナの最中　たいへんな時にいろいろ働いているのを見ています。感謝します。

126 エクラシア西浦和 その他
コロナで日中夜たたかい続けている看護、看護師さん、体を大事にして、私も心の底からだけでなく、何かしら行動していきます。
体に気をつけて頑張って下さい。

127 エクラシア西浦和 その他 看護師さんの皆さんに朝からばんまで私方に働いてくださって、ありがとう。
128 エクラシア西浦和 その他 いつもトイレやおふろについて下さいましてありがとうございます。これからもよろしくおねがいします。
129 エクラシア西浦和 その他 いつもえがおをありがとうございます。

130 エクラシア西浦和 その他
出サービス等々（原文ママ）
3,4点けいけんをしてみましたが色々と内容がありまして、とにかくしせつの内容のむずかしい事にとまどって居ります。

131 エクラシア西浦和 その他 ありがとう

132 エクラシア西浦和 その他
おかあさんへ
いつもありがとう
本当にありがとう

133 エクラシア西浦和 その他
スタッフの皆さんへ
いつも感謝しております。

134 エクラシア西浦和 その他
介護のスタッフの皆さんへ
コロナの中、いつも消毒等に気を遣って頂き　ありがとうございます。これからも感染に気をつて通勤して下さい。

135 エクラシア西浦和 その他 アリガトウ

136 エクラシア西浦和 その他

赤毛のあんたん
ガンバレー　おうー
西浦の皆さん
ガンバレー
おうー

137 エクラシア西浦和 その他 ありがとうございます。何時も頑張っていて、大スキ。無理をしないで、毎日頑張って下さい。
138 エクラシア西浦和 その他 いつもおいそがしい事と思います。ありがとうございます。どうかお体に気をつけて下さいね。
139 エクラシア西浦和 その他 毎日、明るい笑顔で感謝にありがとう西浦和のスタッフ体に気をつけて下さいね！！

140 エクラシア西浦和 その他
今日もどうもありがとう
早朝からありがとう

141 エクラシア西浦和 その他
皆んなでスタッフさん
感謝しています。体に注意して下さい。

142 エクラシア西浦和 その他
ありがとう。感謝
どうもありがとう。

143 所沢リハビリテーションとるて 花塚　真弓様 通所リハ

花塚　真弓さんへ
いつも温かく明るい話し方で、良い雰囲気を作って下さいます、花塚さん。
9月にハンドトリートメントをして下さった事を忘れません。決してこしかけ良いと思えない長椅子を工夫して、居心地の良い椅子に
変化、耳元には小川に流れる水の音、小鳥のさえずる春の様な音楽で異次元の世界にいざない。夢の様な時間を下さいました。
感謝しています。
サービス精神からいろいろな工夫が生まれてくるのですね。更めて教えてくださいました。私は初めて、「バーバ」の初体験のエス
テを受けている様でした。本当に有難うございました。

144 あすなろホーム越谷
通所介護事業
所

あすなろホームスタッフのみなさんへ
毎日の母の介護ありとうございます。褥瘡完治までの熱意溢れる対応、困難な税金のサポート、誤嚥防止の為の細かな気遣い
等、意思の疎通ができない状態の中、母の気持ちをおもんばかる様な接し方をしていただき本当に感謝しております。
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145 吾亦紅 その他

吾亦紅スタッフの皆様へ
家内は要介護5で、食事でよく誤嚥をしますが、その都度食事方法を変えていただき、また傾眠が強く食事時間に眠っていれば時
間をずらして個別対応をしていただいております。帰宅した時には、その日の様子を詳しく話していただく等、常日頃から気持ちの
籠った対応に家族も癒されて、元気をいただいています。今後もよろしくお願いします。
家族一同より

146
スタッフの方々が常に明るくていねいに接して下さるので安心して、おまかせ出来うれしく思っています。
笑顔での一言、大切ですね。

147 薫藤園デイサービス事業所
通所介護事業
所

週1回お世話様になっております山崎職員全員笑顔で迎送さむくてもちっとも悪い顔をしないでうら口で待ってくれます。行く日が
たのしみです。わたしはひざが悪くて立ち上がりが大変です。永長くお世話になります。今後もよろしくね、おたがいにがんばりま
しょう。長生きをねがっておりますよ。

148 薫藤園デイサービス事業所
通所介護事業
所

薫藤園デイサービス事業所職員さんへ
毎日奉仕の精神を貫かれてお世話下さる職員さん、有難うございます。頭を垂れ上げることを忘れるくらい感謝の気持ちでいっぱ
いです。
私達は明るく生きがいを感じる日々を過ごさせていただいてます。有難うございます。明日のデイサービスが楽しみです！！

149
ライフ＆シニアハウスリボン・シ
ティ川口

有料老人ホーム

リボンシティ川口のスタッフの皆様へ
「元気配信」ありがとうございます。コロナ禍の行動自粛中スタッフによる「元気配信」によって、笑いや知恵、忘れていたことなど
毎日毎日届けて頂き、体や手、足　脳を使って楽しく過ごしています。今は一方通行ですがコロナが去った時にもすぐに頭や体が
動けるようなっていることでしょう。

150 リハビリホーム一歩 黒田様
通所介護事業
所

リハビリフォーム一歩黒田さんへ
ドライバーさんの対応にいつも頭がさがります。人という字に表現すれば
介護される人、ドライバーさんがサポート

151
通所介護事業所
吾亦紅

通所介護事業
所

職員の皆さんへ
自分のことを名前で呼んでもらえる事が嬉しいらしく、やさしく話しかけて下さる職員さんとの会話も張り合いになっている様です。
沢山の方々を見て対応して下さっているのに、どの職員さんもやさしく接して下さり、ありがとうございます。

152
指定居宅介護支援事業所
吾亦紅

真家　舞里子
様

居宅介護支援
事業所

ケアマネージャーの真家さんへ
介護される方、介護する家族の立場や考え方を把握して、日常生活を出来るだけ、自宅で無理なく、送れる様にといつも考えて下
さって本当にありがとうございます。大変なお仕事なのにいつも笑顔で話して下さって、感謝感謝です。

153 エスケアステーション和光
通所介護事業
所

エスケアステーション和光さんへ
いつも「おはよう」とフレンドリーに声かけしてくれて“ありがとう”忙しい中、私のジョーダンにつきあってくれて“ありがとう”私は優
しいスタッフの皆様のおかげで第2の我が家のように楽しくすごさせて頂いてます。

154 エスケアステーション和光
通所介護事業
所

エスケアメイト介護職員の皆さんへ
いつも優しく、温かく見守り、介護リハビリと忙しく接して下さいまして、本当に有難うございます。
感謝の気持ちで一杯です。私、現在87才の1人暮らし故、デイサービスに通所出来る幸せを心より嬉しく感じて居ります。これから
も是非よろしくお願いいたします。

155 エスケアステーション和光
通所介護事業
所

デイサービスのスタッフの皆々様へ
20人以上の男女が広々としたお部屋で送迎の恩恵に浴しながら常々心身の状態を観察して頂いているという安心感につつまれ
て、１日を過ごす“幸”を心から感謝申し上げます。通所に関しても「無理しないでいいですよ」との気遣いまで頂きました。ありがと
うございます。

156 やまだデイサービス
通所介護事業
所

山田サービス介護職員皆さんへ
私の不注意で足を骨折5ヶ月の入院生活でした。退院してすぐデイサービスを進められ今のデイサービスでお世話になり介護して
下さる笑顔がとてもれしいです。毎日大変な仕事に感謝し元気でいる限りお世話になりたいです。

158
介護療養型老人保健施設　アル
メリア

介護老人保健
施設

アルメリアの皆さんへ
いつもありがとうございます。コロナ禍で本当に大変な中、利用者の事を考え介護していただき感謝しています。今後も色々と迷
惑かけますが宜しくお願い致します。

159
あねとすデイサービストレーニン
グセンター

木村　賢一
様

通所介護事業
所

介護職員送迎兼務木村賢一さんへ
デイトレでの送迎、朝早くから夕方遅くまで色々ご苦労様です。かなり遠くまでの運転はさぞ疲れる事と思います。それに介護を
伴う仕事ですので、尚一層頑張って下さい。

160
あねとすデイサービストレーニン
グセンター

土屋　美代子
様

通所介護事業
所

介護職員の土屋美代子さんへ
介護職でありながら、体のもみほぐしなどを計画的にご利用者様にわけへだてなく相談に応じる事のできる介護職員さんはなか
なかいません。これからも皆を喜ばせる様、宜しくお願い致します。最後にありがとうございます。

161 あねとす地域ケアセンター深谷
福地　　恭子
様

居宅介護支援
事業所

福地　恭子さんへ
病気の関係でお世話になりありがとうございます。おかげ様で日々健やかに過す事ができています。また、身体も何となく良くなっ
ているような気がするのもケアマネージャーの福地様が薦めて下さるスケジュールのおかげで嬉しく思っていますのでこれからも
宜しくお願い致します。

162 短期入所生活介護ゆかりの家 丸山様 その他
丸山家長さんへ
いつも送迎や入浴の時にお世話をしてくれてありがとうございます。高齢者介護に携わる職員さんの日夜の大変さがわかるし、自
分でも迷惑かけているので迷惑のないようにしていきたいです。

163 短期入所生活介護ゆかりの家 加藤様 その他
加藤さんへ
いつも送迎やお世話をしてくれてありがとうございます。高齢者介護に携わる職員さんの日夜の大変さがわかるし、自分でも迷惑
かけているので迷惑のないようにしていきたいです。

164
デイサービスなごみの森　新座片
山

通所介護事業
所

なごみの森の皆さんへ
レクで作った手作りの作品を見ると、一生けん命作っている姿が想像できて、心がホッコリします。両親共にお世話になっておりま
す。母が自宅でしか吐かなかった暴言をとうとう自宅以外でも言うようになったと、父から聞きました。スタッフの方々はそれでも笑
顔で接してくださり、頭が下がります。今後もご迷惑をたくさんおかけすると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

165 あすなろホーム越谷
通所介護事業
所

あすなろホーム越谷スタッフの皆様へ
父がお世話になっています。コロナ禍にあって、高いリスクと闘いながらも感染リスクに気を配り、いつも明るく元気に介護に携
わってくださっている事に心から感謝しています。施設長さん始めスタッフの皆様の支えもあり、いつも元気をもらっています。まだ
まだ油断できない状況ではありますが、どうぞくれぐれもお体を大切にされてください。いつも本当にありがとうございます。

166 なごみの森　新座片山
通所介護事業
所

なごみの森新座片山スタッフの皆様へ
いつも笑顔で母を迎えてくださり、ありがとうございます。工夫を凝らしたレクリエーションや季節の諸行事に母も楽しく、意欲的に
過ごしている様子嬉しく存じます。スタッフの皆様の明るい笑顔と心のこもったお世話には母はもとより、介護に不安になる私たち
家族も癒され、元気をいただいております。本当にありがとうございます。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

167 リハビリホーム一歩 真野様
通所介護事業
所

真野さんと呼ばせて頂きます。いつも“おはようございます”とホールいっぱいに響き渡るほど大きな声で一日が始まりますよネ。
あなたのあの“ハッキリ”したあいさつは半分ねぼけ頭の私達は“シャキッ”としなさいと云っているようで気持ちのいいものです。
あなたはいつもにこにこと、今は亡き志村けんの様に、アドリブで私達の笑いをとり、歌やダンス、そしてバラエティに得意な芸を
いろいろやって私達に元気をくれていますよネ。
唱えば、ところどころ音程が狂うことを気にもせず、唱い続ける為、聞いている私達の方が皆で一緒になってうたってしまい、そし
ていつの間にか皆で輪になり、合唱隊の出来上がりです。
真野さん、菅さんコンビの漫才は以前は面白くなかったが今は吉本興業に出てもいいのではないかと思えるほどいつの間にか上
達しましたネ。この不思議な魅力を持った真野さんに両手に抱えきれないほどの大きな感謝状を差し上げたいと思い乍ら“リハビ
リホーム一歩”に通っています。

168 入間藤沢幸楽園 その他

入間藤沢幸楽園職員の皆さんへ
幸楽園の皆様毎日一方ならぬお世話に預かりまて誠にありがとうございます。何時も笑顔で優しく親身になって接して下さる皆様
のおかげ様で毎日が楽しく感謝の気持で一杯でございます。皆様が入所者の無理な要求にも笑顔を絶やさず優しく接して下さる
お姿に何時も感服しております。施設長様をはじめ職員の方々が入所者の個性や好みを良く把握して個人に合った対応をして下
さり、介護の教育が徹底されている事に感心させられます。又本園は医療関係が充実しており、内科、リハビリ科、歯科、眼科、
耳鼻科、精神科等家族の手を煩わす事なく往診して下さいますので本当にありがたく家族共々感謝しております。特にリハビリ科
は広いリハビリの室に沢山のリハビリ機械が設置されており、毎日リハビリして頂けるのが本当に有難く理想的な介護施設で暮
らせる幸をかみしめております。これからは次第にご迷惑をおかけする事が多くなると思いますが、何卒宜しくお願い申し上げま
す。末筆ながら皆々様のご健康をお祈り申し上げます。

169 入間藤沢幸楽園 その他
介護職員さんへ
毎日忙しい中、きめ細かな気くばりをして頂き感謝申し上げます。

170 入間藤沢幸楽園 その他

施設の皆さんへ
スタッフさんたちは何でもしてくれる。皆良い人たちで男の人は高い場所の物を取ってくれる。掃除のスタッフさんは部屋をとても
キレイにしてくれる。
看護師さんは優しく話を聞いてくれるし、お医者さんも親身になってくれて、本当にありがたい。

171 入間藤沢幸楽園 その他

幸楽園の皆さんへ
ある日、3時のおやつでカラオケをかけてくれました。昔懐かしい歌が一杯でした。今の歌は歌えなくても曲が入ると自然と口ずさ
む私のおとなりの（87才女）は目に涙を浮かべて手をたたいて喜んでました。これこそが介護施設の役割の一環ではないかと感
謝と共にもらいなきしました。敬意を表してスタッフの皆様有難う。

172 入間藤沢幸楽園 その他
スタッフのみんなへ
みんな親切にしてくれてありがたい。
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174 デイサービス入間つつじの園
通所介護事業
所

つつじの園職員皆様へ
今年6月15日で89才になりました。4年前に妻83才、長男55才に先立たれ、さびしいですが皆様に御世話になり、1人で生活して居
ります。今、ゲートボール、グランドゴルフ、卓球と週1回デイサービスへ行き、頑張ってます。来年6/15日迄皆々様に御世話にな
り頑張ります。1/5日来年に人間ドックへ行きます。
ヘルパー週2回共々おせわになってます。入浴、食事他色々とありがとうございます。感謝感謝の生活です。またまだ生活を送ら
せて下さい。
世の中ありがとう。
申年　髙橋　英之
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