﹁ホームページ一新﹂
園長

池田

清彦

この度サンホームのホームページを新し
くいたしました︒サンホームをもっと多く
の人に知っていただきたいという思いや︑
入居希望をされる方が事前にホームのこと
をもっと知りたいというご要望︑ご家族の
方にホームでの生活を知っていただきたい
等の思いから一新いたしました︒
数年前まではパソコンも大変高価なもの
で二十〜三十万円以上もしたものですが︑
今では数万円で手に入れることができ︑若
干使い捨てになりつつあるようです︒
私とパソコンの出会いは今から約十年前
ウィンドウズ が出たときの事です︒
それまでは︑ワープロがあれば十分！個
人でコンピュータなんて要らない！・・・
と思っていたのですが趣 味の音楽活動で
﹁自主制作 を作りたい！﹂という思いが
パソコンで実現できるという事を知り︑パ
ソコンに詳しい友人と秋葉原を巡りパーツ
を集めて自分で作ったのが最初の機械です︒
以降パソコンの魅力に引き込まれ︑作った
台数は数え切れず︑処分をしているのです
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が自宅には 台以上のパソコンが・・・
気がつけば仕事でもプライベートでも手
放せない状況になっております︒
このような自称パソコンマニアが関わって
作ったホームページですので︑どれほどの
出来か？と思われるかもしれませんが・・・
︵お恥ずかしい限りです︒︶

ホームページアドレス︵ URL
︶
http://www3.ocn.ne.jp/˜sunhome/

パソコンが詳しいことと︑ホームページ
を作ることは違うものだと改めて気づかさ
れました︒パソコンに詳しければホームペ
ージを作ることはできます︒しかし︑ホー
ムページに乗せる情報が無ければ 当たり
前にそのページは白紙のままなのです︒
今情報はあちらこちらに散乱しており︑
その情報を選択するのは個人であるように
思われます︒その中でホームから発信する
情報は常に新しく︑常に求められる情報で
ありたいと思っております︒
ぜひサンホームのホームページをご覧頂
き︑感想︑ご意見等いただければ幸いに思
います︒
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平成⒛年８月９日︵土︶夕方６時から園庭駐車場にておこなわれまし
た︒
当日は 在日米陸軍軍楽隊のカントーキングス︵ KANTO KINGS
︶
中国音楽演奏︵成燕娟・汪成・鮑捷・細田寛人︶ＴＥＡＭ稲葉︵稲葉明
徳・和田啓・長谷川友二・丸田美紀︶の３アーティストにより盛大に行
われました︒
サンホームの園長も中国音楽演奏のステージで１曲演奏いたしまし
た︒

ひかり苑・サンホーム合同サマーコンサート

平成⒛年８月 日︵金︶夕方６時から１階 ひかり苑多目的ホールで
行いました︒
当初は屋上で行う計画でしたが︑平成 年８月末豪雨︵ゲリラ雷雨︶
の影響で泣く泣く屋内で実施することとなりました・・・が︑夏のひと
時を 盆踊り・模擬店︵ビール︑ジュース︑焼き鳥︑枝豆等︶縁日・抽
選大会で楽しみました︒

サンホーム・ひかり苑合同納涼大会

地域の皆様と一緒に楽しむコンサート！
恥を忍んで 恥をかきに…（池田）
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サンホームひかり苑合同バザー

︵さやま園祭︶

平成 年 月 日︵日︶に園庭にて行われました︒
当日は時折小雨が見られたものの︑天候も持ちこたえ︑無事終了する
ことができました︒
目的のひとつでもあります﹁近隣地区の方々との交流﹂もでき︑成功
裡にバザーを終えることができましたのは︑ひとえに皆様のご助力のお
かげと感謝申し上げます︒前日・当日とご協力いただきましたボランテ
ィアの方々︑またバザール品を提供くださいました皆様に感謝すると共
に︑心より御礼申し上げます︒ありがとうございました︒
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平成 年９月 日︵金︶午
前 時 分よりサンホーム内
にて盛大に執り行うことがで
きました︒
周年という区切りもあり
ご家族や保証人の方︑歴代の施
設長にもおいで頂きました︒
記念撮影を行い︑食事までの
間に開寮時のなつかしのビデ
オや写真などの展示を見なが
ら︑古きよき時代を共有するこ
とができました︒
また︑アトラクションには声
優の池田昌子さんにおいで頂
き︑山本周五郎作﹁糸車﹂を朗
読していただきました︒今まで
に無いアトラクションでした
が席を立つ人がほとんど無く︑
聞き入っておりました︒
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田中レイ 様
故郷は九州︑福岡県筑紫郡南
畑村五ヶ山一二三一番地
五人姉妹の真ん中でした︒姉
妹は皆亡くなり︑私だけがこん
なに長生きして皆さんに親切
にしていただいて百歳まで生
きてこれました︒
若い頃は養蚕や農業の手伝
いをして︑戦争中は大きな︵渡
辺︶飛行場の三六工場︵女性達
が働く工場︶で働きました︒部
品の器具にニスを塗る仕事で
した︒終戦後は地元の小学校で
十五年間︑給食の仕事をして息
子を育てました︒
その後東京にいる息子から
親一人︑子一人なので一緒に暮
らす事を云われ上京しました︒
サンホームに入ることにな
ったきっかけは︑隣りのハトホ
ームに入っていた友達のお見
舞いと老人ホームの様子を知
りたくて来たところ︑道に迷い
サンホームに来てしまいまし

た︒それで老人ホームの事を知
りたかったものですから職員
の方にいろいろ聞いているう
ちに私自身がサンホームに入
ることになったのです︒
今思えば道に迷ったことが
きっかけで運よくサンホーム
に入ることが出来たのです︒平
成元年ですからちょうど今年
で二十年になります︒
皆さんに良くして頂いて三月
十五日で百一歳になりました︒
毎日︑朝晩 健康に感謝して祈
っています︒
これからも健康でいられる
ように無理をせず体を動かし
てサンホームで暮らしていき
たいと思います︒よろしくお願
いいたします︒

作品展示会︵サークル発表会︶
日時 平成 年 月 日︵月︶
〜 月７日︵金︶
場所 園内４階 サークル室
サークル発表会⁝７日 時〜
場所 園内４階 サークル室
入場無料
作品展示会では︑ホームの入居
者の方が作られた数々の作品を
展示しております︒また︑サーク
ル発表会では日ごろのサークル
活動の成果を発表いたします︒
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一泊旅行
日時 平成 年 月 日︵月︶
〜 月 日︵火︶
詳しい内容はお楽しみ︒次号で報
告させていただきます︒
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クリスマス会
日時 平成 年 月 日︵木︶
午前 時 分〜︵予定︶
場所 サンホーム内にて
︵なお︑園内行事ですので︑一
般の方はご遠慮願います︒ご家族
様のお食事もご用意いたしかね
ますので︑ご容赦ください︒
︶
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ご家族・保証人様がおいでの際
には軽食の準備をさせていただ
きます︒事前にご連絡いただけれ
ば幸いです︒

行事に関するお問い合わせは

家族会のお知らせ

平成 年 月 日︵日︶
時〜
場 所
サンホーム４階サークル室にて
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保証人様へ御願い
開始より懇親会までの時間は︑
およそ１時間を予定しておりま
す︒
同封いたしました出欠の葉書
を 月 日までにご投函いた
だきますよう御願い申し上げま
す︒
欠席されます方の当日の資料
は後日郵送させていただきます︒

内 容
一︑職員紹介
二︑軽費老人ホームの
運営準改定について
三︑保証人様の役割について
四︑その他
五︑懇親会
︵お茶とケーキをご用意してお
ります︒
︶

30

新 年 会
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日時 平成 年１月７日︵水︶
午前 時 分〜︵予定︶
場所 サンホーム内にて
10 21

サンホーム 相談員 澤田まで
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平成二十年九月一日 入居
仁藤 きく江 様
私は仁藤きく江と申します︒練
馬区に住んでいました︒
最初サンホームに見学に来た
ときは﹁ぜひ来て下さい﹂と園長
先生に言われました︒入れて本当
に良かったです︒
もう 歳ですが元気でずっと
こちらにお世話になりたいと思
っています︒
よろしく御願いします︒
平成二十年九月一日 入居
滝口 照吉 様
病苦に悩む妻の介護に明け暮
れる事拾年余り︑結果は自分も病
に倒れ︑妻は施設に入所 六拾余
年の貧乏世帯を清算する破目と
なる︒長女の許に身を寄せる義父︑
義母の手前もあり 長女の立場
を考えた時背負った荷の余りに
も重過ぎることに悟り次女に相
談の後 次女が懸命に捜し出し
た所がサンホームだった︒
幸いにして入所も叶ふ事とな
りホットしたが始めての経験は
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不安交じりの喜びだった︒それも
思い過ごしとなり二ヶ月を経過
した今日皆様の気心も判り親切
な職員皆様のお蔭で幸せな日々
を送ることが出来心より感謝を
致しておる次第です︒
自分としては健康に留意して
今後のサンホームの為に何が出
来るか考えたとき余生短いこの
身に何が出来るか只々慙愧に堪
えない次第である︒
平成二十年九月一日 入居
小柳 春造 様
私は大正六年九月生︑九十一才︑
物心がついて少年時代は かの
昭和初期の世界的とも云える大
不況︑かの有名なる言葉の 世の
大学は出たけれど町内界には失
業者にあふれそれを当時はルン
ペン生活者と呼ばれたものでし
た︒
丁度︑其の頃に私は小学生六年
生だったたわけでした︒比較的生
活のらくな家の子は当時高等小
学校 私は小学だけで終りまし
た︒私の家は家族も多く全部で九

名は居り 丁度父はあいにく失
業中︑母は病気がちで子供ながら
苦労の連続でしたが 長兄だけ
は幸ひにも︑新宿の伊勢丹さんに
つとめており 其の友人の紹介
により 荻窪の中島飛行機に入
社することが出来ました︒それが
せめてもの幸運のはじまりの様
な気がします︒
昭和十七年十一月 高円寺に
下宿していた家の主人にみとめ
られ︑模浜育ちの女性に紹介され
見合い︑そうして結婚することに
なり︑一人前の社会人としての始
まりでした︒
其後︑色々な事はありましたが︑
とても書ききれませんので・・・
次はさてサンホームの話しに
入ります︒
平成二十年九月一日付きで︵実
際は十四日︶入園することができ
ました︒はじめは色々分からない
ことばかりでしたが︑施設長池田
先生初め澤田主任それに他のス
タッフの皆様のあたたかい教え
を受け日を増す如く色々な事が
わかりまして感謝して居ります︒

先日の誕生会の時は市内の食堂
に案内され御馳走様と同時にお
祝いのクーポン券迄頂き有難う
御座います︒他のホームでは味ふ
ことが出来ないことばかりです︒
又年の一度の一泊旅行も有ると
のこと︒至りつくせりの事柄には
唯々感じ入る限りです︒是からは
充分に健康に務め少しでも永く
サンホームに居られますよう願
ふ訳です︒
先日の焼いもの会も楽しかっ
た︒又後日万寿園の方々が当園に
こられ︑先日の御礼とのことて当
園の庭を掃除に来て呉れました︒
私も清掃の手伝ひに参加させて
貰い良い交流の感を得る事が出
来うれしかった︒
又 当所の三地区内のバザー
ルも楽かった︒私も毛織のシャツ
を上下買って来た︒近々市役所内
の産業祭も開かれそうとの事︒其
折りはぜひ行って見ようと思ひ
ます︒サンホームの益々の御発展
を祈りつつペンを置きます︒
南向きの室の空くのも楽しみ
の一つとして！

﹁健康に感謝﹂
平沢 重昭 様
しばらくホームだよりを書く
事に遠ざかっていた為︑かんがに
ぶってしまったような気がしま
すが書けるだけ書いてみます︒
私も 歳でこちらへ入居させ
ていただき︑十数年以上となろう
としています︒
おかげをもちまして現在迄大
病せずに健康の毎日を過ごして
参りました︒
近隣の利用者の方々の病院通
院︑体調不良を目にしたり耳にす
るのを肌で感じ︑つくづく健康で
こられた事を感謝しております︒
健康体でいて いたらない点
が数々ございましょうけどでき
るだけホームのお役にたちたい
と日夜努力を重ねております︒
これからもひとかたならぬお
世話になりますが今後共職員の
皆様すみからすみへとよろしく
御願い申し上げます︒
簡単な文章でまことに失礼と
は存じますが・・・︒
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﹁小平市訪問給食サービス﹂
簗瀬 光子
昭和 年９月 ︒小平市高齢
者訪問給食サービス事業業務委
託が開始されました︒以降 年
来サンホームは青梅街道の以北︑
府中街道の以西を担当しており︑
月・水・金の週三日 昼食を配食
しております︒
配食サービスはお食事の提供
だけではなく︑健康保持︑孤立感
の解消及び安否の確認を図るこ
とも目的としております︒ご利用
される方にご満足いただけるよ
う 四季折々のメニューと手作
りにこだわったお弁当をお届け
しております︒
高齢者に不足しがちな栄養素︑
また栄養の偏りがないよう気を
つけ︑手作りを基本としておりま
す︒
サンホームは︑一日最大 食
迄配食ができますが︑現在は残念
ながら半分以下の 食です︒必
要とされる方は沢山いるとおも
うのですが︑なかなか実績に結び
つきません︒
50
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ご希望される方は小平市にお
問い合わせいただくか︑直接サン
ホームまでご連絡いただければ
と思います︒配食スタッフ一同︑
これからも心のこもった手作り
お弁当で利用者から︑
﹁美味しか
ったよ この間の弁当﹂の︑笑顔
を楽しみにして訪問します︒

﹁お知らせ﹂
東京都社会福祉協議会 高齢
者施設福祉部会が主催する
﹁ Active
福祉 in
東京 08
﹂
︵高齢
者福祉研究大会︶でサンホーム看
護師の市川光代が研究発表を行
います︒

※ サンホームだよりに掲載されている文章・個人名

写真等は個人情報保護の観点から全て御本人又は

今年度で３回目を迎える研究
発表会ですが当日は一〇〇題を
越える研究発表のほかに︑落合恵
子氏の記念講演も予定されてお
ります︒
日時 平成二十年十二月十八日
九時二十五分〜
場所 新宿 京王プラザホテル
参加費 六千円
詳しくは サンホーム澤田まで
お問い合わせください︒

保証人様の承諾を得て掲載しております。

表紙の写真
荒木氏 撮影
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