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五葉の詩

「令和元年」
施設長

菊池久仁彦

何をやっても 「令和 初○○」となって
早三ヶ月。令和初原稿を書いとります。
天皇陛下も それな りに 様になって 、皇
后陛下も心なし かお奇 麗になられて、通
訳なしに海外の 要人と 談笑されるお姿を
頼もしく拝見しております。
六月に令和初 （もう いいって）の運動
の祭典を開催い たしま した。昭和、平成
そして令和と続 いた大 行事も無事終了し
ました。大行事 といえ ば、ラグビーＷカ
対フィジ
2019

ップ。その前に 釜石で は七月二十七日に
パシフックネーションズ

残念ながら花巻東に敗れ…エッ出てな

渡と言えば朗希 君。本 日岩手大会決勝、

高田と言えば大船渡（なんでじゃ）。大船

が勤めてくれる ことに なっております。

ておりますし、 八月か らは陸前高田の人

の看護職員は山 田町か ら通って来てくれ

きく繋がりまし たね。 そのお陰で、施設

の道路が平成末 から令 和始めにかけて大

新仙人道路と言 えば三 陸道の開通。縦横

いな～、新仙人 道路も 無かったからな。

も数珠になって 並んで いました。懐かし

離れている施設 前の国 道を車がどこまで

訃報を耳にした のも令 和になってからで

とはない大先輩 の方光 会の伝野施設長の

りませんし、と てもお 前なんて呼んだこ

お前、俺とお前 は同期 の桜。同期ではあ

石のことなんも 知らん な俺。俺と言えば

砂浜ってどうな ってん のだろう？って釜

と風呂入っても 取れな かったな…今あの

での海水浴。キ ラキラ した砂がくっつく

たようです。子 供のこ ろの楽しみは根浜

地の根浜海岸も 震災後 初の海開きが出来

せる業か。沿岸 地区と 言えば海開き。当

っていたようで 、元復 興大臣の肩書のな

と言えば兎にも 角にも ラグビーＷカップ

した。ご冥福を お祈り いたします。祈る
行くんじゃなか ったの ？本人が望んだこ

釜石大会が無事 に終わ ることを切に祈り

い？一回も？何 故？こ の仲間と甲子園に
となの？大人の 事情じ ゃないよね。とり

ではありません が、い まさらそんなこと

令和元年七月二十五日仏滅

ます。どちらか と言え ば開催には賛成派

ー戦が開催され ます。 施設職員の中でも
あえず甲子園の 切符は 花東がゲット。切
何人かはだいぶ前から ソワソワわくわく。 符と言えば、令 和初の 五輪チケット。と

…盛会に無事に 終わっ て欲しい。その後

今度の土曜日じゃん。大丈
･)ｴｯ?

にかく応募して おいて 当選したのが、興

ω｀
(´･

はその後で…。
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わけ分から
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したな。でも沿 岸地区 ではほぼ全域で優

選。岩手選挙区 のＨ候 補は見事玉砕しま

んな。当選と言 えば先 日の令和初の参院

程だったりして

味のない競技だ ったり 観戦に行けない日

夫か釜石。かな りの渋 滞となるのかな…
私は、大会の成 功を願 って家で大人しく
してます。渋滞 と言え ば、懐かしいや三
陸海の博覧会。 あれは 平成四年のこと。
会場の平田埋め 立て地 からは二十㌔以上

（２）

五葉の詩

１月から３月まで
は施設内の行事が続

明けましておめでとう！

きますが、利用者の皆

の挨拶から始まった１月１日行って来ました初

さんに楽しんでもら

詣！毎年恒例の小川の山神さまへ。みんなで仲良く、

えるように、毎年工夫

柏手打ち「今年も健康ですごせますように」などなど

を凝らして行ってい
ます。
みんな楽しんでく
れたかな？でもやっ
ぱり、会の後の特別な
おやつには、負けちゃ
うかも・・・
「うまい！
おいし！」

今年度初、そして平成最後の行事となりました花見
会・面会日が、４月２５日に行われました。保護者参
加の行事とあって、利用者の皆さん、会の始まる１ヶ
月前からそわそわしながら、待ってました。保護者の
方々の顔が見え始めると、みんな笑顔でのお出迎え。
カラオケ大会に、ポロシャツのプレゼント！とても楽
しく充実した日になりました。(*^▽^*)
（３）

五葉の詩

令和元年初行事となる、
『ふれあい運動の祭典』が、6 月 1 日に行われました。恒例のマーチングか
ら始まり、フォークダンスまでみんな元気に楽しみながらできたと思います。そして運動の祭典の目
玉となっている、お菓子まき。みんないっぱい取れたかな~(#^.^#)
甲子中学校ボランティアの皆さんご協力ありがとうございました！

そろりそろり

７月５日七夕会が行われました。
今年も、各科制作の吹き流しが飾ら
れて七夕らしさを。
さて会の方は、皆思い思いの事を短
冊に書き、笹に結びながら「願い事が、
かないますように」などなど。
また、毎年各科制作の吹き流しの評
価を今年は保護者の投票で決める事
になり、なんと！手芸科の３連覇！
つよいな～来年はどんなんだろ～？
昼食はみんな大好きな味方屋さ
ん！皆ぺろりといただきました。

（４）
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（５）

後援会通信
平素から大松学園後援会会員の皆様には、多大なるご支援を承りまして、厚く
お礼申し上げます。 暑い日が続いておりますがお体には十分ご配慮ください。
今年度の後援会事業といたしましては、
去る６月１日の「運動の祭典」にて１０万円を、
副会長の柴山さんより豊心会に寄付いたしました。
今後ともご協力お願いいたします。
後援会会長

井ケ田 昌信

作業科の外出に行って来ました！作業
科ごとに、開通した三陸道のドライブを
中心に、おやつをほうばりながらの楽し
い時間を過ごせました。
みんなニッコニッコ(*^▽^*)

運動の祭典にて、お祝いをいただ
きました。有難う御座いました。
釜石市様
ヤクルト様
佐々木庄一様
消防団 5-5 様
さくら様
新村純子様
工藤精肉店様
埜木隆司様
育成会様
後援会様

（株）小建様
ｼﾞｬｽﾄﾐｰﾄ様
熊谷千恵子様
松木龍子様
大松町内会様
橘ケイ様
わらび学園様
吉田勝正様
保護者会様
順不同

初詣の山神様で御札をもらて、
ハイポーズ。
笑顔で一年間過ごせますように

6 月より A 棟のリフォームが始ま
りました。床から天井まで、全て新し
くなります。また各部屋にエアコン完
備となります。つい先日 1 号室が、
ほぼ完成しました。利用者の皆さん
いつもと違う部屋にちょっとびっくりし
た様子でしたが、直ぐに何事もなか
ったかのように普通に過ごしてます。
(*^▽^*)
これから、順番にリフォームが行
われます。利用者の皆さんにはご迷
惑をおかけしますがご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。
やっぱ、綺麗な部屋はいいですね

買い物学習
いっぱいの荷物！好きな物かえ
たかな~？

冬の避難訓練の一コマ
大松女子消防団？
「おりゃー！」の掛け声で、鎮
火（ ＾ω＾）・・・

訃報
今年１月、保護者会元事務局長佐野是實さんが亡くなられました。
更に５月には元会長中村アイさんがお亡くなりになりました。お二人
は施設建設運動時より保護者の中心であり、保護者会・育成会・後
援会の役員としてご尽力いただきました。
ご冥福をお祈り申し上げます。合掌
編集後記
暑いな～と思っていたら、釜石３７℃で日本２位！次の日も岩手
県内で１位になるなど、暑い毎日を過ごしています。釜石は沿岸
なので海のイメージがあるかもしれませんが、大松は山間部。浜
風ゼロで過ごしております。
先日３日に行われた北上市の郷土芸能祭に地元の鹿踊りが招
待され、私はお囃子として参加してきました。やっぱり地元の踊り
が一番格好いいと思うんです(#^^#)お盆にはお祭りもありますし、
引き続き練習頑張ります！
藤原(*’ω’*) 木下

臨時支援員として 7 月 1 日
より採用・菊池啓弥（きくち
ひろや）「違う職種からの
転職ですが早く仕事を覚
えて頑張っていきたいと
思います。よろしくお願い
します。」
看護士として 8 月 1 日より
採用・野露明美（のろあけ
み）「早く利用者の皆さんの
名前・顔を覚えていきたい
と思います。皆さんも覚えて
くださいね！」

