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～旦 那 後 記～
なかなかのハードスケジュールだった今回の大阪帰省。毎日予定が詰まって
いたため夜はヘルパーさん終了後にトイレや薬のケアをして翌日の準備、朝
はヘルパーさんが来る前にトイレや水分補給のケアをして出発と日々フル稼
働でした。忙しいとポカミスもあるもので、最終日に東京へ送る荷物に送り
状を貼り佐川に集荷を依頼し実家のお母さんに対応をお願いしたのですが、
うっかり発送のお金を渡し忘れてしまいました・・・嵐のような帰省が過ぎ
去り、やっとひと心地ついたときに佐川から予想外の料金を請求されたお母
さんの気持ちを思うと胸が痛みます。申し訳ありませんでした。m(_ _)m
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今月のお知らせ
●６０，６１号まとめての発送となりましたが、
いたって元気にしております。
●６月上旬は運動会！倖大は初の赤組で初勝利を
目指して頑張ります。結果は６１号へつづく…

