
　今年のお盆（月遅れ盆）は異常な降雨と低温に
見舞われ、一旦片づけた長袖シャツを引っ張り出
す羽目となりました。
　このせいか、あたりの風景もいつの間にか秋の様
相を呈しており、国見の里の南側に生い茂る葛（秋
の七草）にはもう紫の
花が開いているのを見
ることができます。
　収まることのないコ
ロナ禍と、一方では地
球温暖化が原因と思わ
れる異常気象の連続で
心落ち着かない毎日で
はありますが、 しっかり
足元を見つめ常に前向
きに歩みたいものです。

法 人 理 念法 人 理 念
安 心

信 頼 奉 仕

「安心」に満ち溢れた

生活と快適なサービスを

提供します。

人を敬い、人に優しい

「信頼」される施設を

目指します。

「奉仕」の精神のもと、

真心こめて地域社会に

貢献します。
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安全衛生委員会
2021 年度「安全標語」決定 !!
　6 月に安全標語の募集をさせていただき、多くの職員が参加し、安全や
健康に関わる作品が約 190 点も集まりました。厳正なる審査の結果、最優
秀賞 1 点、優秀賞 4 点が選ばれました。皆様のご参加ありがとうございま
した。

福島県警察音楽隊の
演奏会（6/25）

素晴らしい、迫力のある
演奏やダンスを披露して
くださいました。

打打ちち上上げげ花花火火のの
お知らせお知らせ

開所してまもなく
8 年になります

9月4日（土）
午後７時より

打ち上げ場所 : 国見の里地内

地域の皆様への
　　　感謝をこめて

優秀賞
●いつも五つを忘れません !! きちんと声に出してみよう　　  （佐久間友里）
●挨拶は職場の音  笑顔は現場の色  今日も一日みんなの音色　　（林　勝博）
●明るい職場  マスクの中も  笑顔です　　　　　　　　　　　 （森藤亜美）
●ありがとう  素直な気持ち  職場の絆　　　　　　　　　　　 （佐藤伸樹）最優秀賞   三浦健一

　国見小学校の子どもたちが育
ててくれた「人権の花」をいた
だきました。きれいな花をあり
がとうございました。

人権の花運動
　　  （7/16）

JAふくしま未来伊達地区
完熟桃贈呈式
　7 月 27 日、JA ふくしま未来伊達地区様より、今年も完
熟の桃をいただきました。
　JA の八島様より、「春先の遅霜の被害も最小限で例年通
りの美味しい桃が収穫できたので、入居者の皆様で召し上
がってください。」と説明がありました。
　入居者様に桃を提供し、「甘くて美味しい」
と好評でした !  ありがとうございました。

おいしい桃ありがとうございました

　昨年、コロナ禍にあって「終
活」を強く意識するようにな
りました。私自身の思いや考
えを、文書に残すことにし、 

『陰
いんとく

徳と錫
しゃくるい

類』を上
じょうし

梓いたしま
した。ご一読いただければ幸
いです。　　　　　（堀切伸一）

自叙伝「陰徳と錫類」を出版理事長

斎藤　次夫
利用者さんの笑顔と、職員
のアットホームな雰囲気が
宿直業務の元気の源です。

大槻　昭一
元気な挨拶、気軽な会話
が活力になっています。

遊佐　一郎
利用者様と職員さんの安
全・安心の確保の一助に
なれればと思っています。

　今回は、私たちの施設で働いている職員
のご紹介です。
　開所当時から宿直業務を担っている 3 名は、
皆さん「元消防士」であり、頼もしい限りです。
それぞれからのメッセージを紹介します。

私たちが夜の施設を
守っています!!

編集後記
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ちぎり、花火の壁画
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