2015 年 2 月平和テラス

ニュー スレター

平和テラスでの出来事
 スー パー ボー ルの季節到来！今年のスー パー ボー ルは 2 月 1 日（日）です。ダイ
ニングルー ムで一緒にゲー ムを楽しみましょう。簡単なスナックを準備します。
 日本定住者会提供·高齢者健康プログラム（HOAP） の二コー ル･ラウチさんが
Thousand Waves という団体からゲストスピー カー を招き 2 月 7 日（土）2 時よ
りアクティビティー ルー ムにて「安全と防御のワー クショップ」を開きます。平和
テラス居住者参加大歓迎。自動車椅子などを利用の方も安心してご参加下さい。
 2 月 13 日（金）２時からダイニングルー ムにてバレンタインデー ·パー ティー が
開かれます。ご友人やご近所さんと共に愛のぬくもりをお祝いしましょう。
軽いスナックを準備します。
 2 月 15 日（日）2 時から 4 時まで日系アメリカ人の第 2 次世界大戦中の強制収
容を覚えるイベント“Day of Remembrance 2015: Women Worriers: From
Incarnation to Redress and Beyond ”への特別な遠出を計画しています。費用は
お一人 5 ドル。平和テラスからシカゴ歴史博物館への直通バスが運行予定。参加
ご希望の方は麻衣子のオフィス隣ですぐに申込み下さい。先着順･バス席に限り有。
 2 月 21 日(土)

9 時よりズンバクラスがアクティビティー ルー ムであります。

皆で楽しく体を動かしましょう。動きやすい服装でご参加下さい。
 2 月 24 日（火）選挙日です。シカゴ市長と 46 区の市会議員を選出します。平和
居住者の指定の投票場所は McCutcheon School (4865 N Sheridan Rd) です。
 先月、転倒防止プログラムの Simply Home Health が提供しているサー ビスについ
て発表をして下さいました。転倒防止プログラムは毎週月･水･金曜日の 10 時 30
分からアクティビティー ルー ムで行われています。特に転倒を防ぐ目的の為に
手脚の筋肉を強化するプログラムです。覚えてご参加下さい。
 ベネフィットアクセスの再申込みの時期です！高齢者と障碍者が無料･減額交通機
関カー ドと自動車ナンバー プレー トのディスカウントを受けられる制度です。昨
年申込んだ方も今年再び申込まなければなりません。申込みの必要条件は、
 65 歳以上もしくは 16 歳以上の障碍者、及び
 昨年の年収合計が$27.610（1 人につき）以下でなければならない。
何か質問のある方、サポー トが必要な場合にはジェシカか麻衣子までお尋ね下さ
い。インター ネットウェブサイトで申込み過程を確認したい方、あるいは追加情
報を得たい方は、以下のインター ネットアドレスまで。
http://www.illinois.gov/aging/BenefitsAccess/Pages/default.aspx

 ベティー ･シー ゲルさん（オフィススタッフ）からのメッセー ジです：
以前の職業、呼吸療法士としての仕事に戻ることになり、2015 年 1 月 30 日が平
和テラスでの最後の日となりました。居住者皆さんのことを思うと恋しく、大変
難しい決断でしたが、Swedish Covernant Hospital と Illinois Masonic Medical
Center でのオリエンテー ションが済み次第、今後はボランティアなどで平和テラ
スの皆さんの為に継続的にサポー トをさせて頂きます。
平和テラスの居住者の皆様、スタッフ、管理会社と理事会メンバー の皆様のご多
幸をお祈りいたします。
ベティー さんを見送ると共に、新しいアシスタントマネー ジャー

コー レン･シンスックさんを歓

迎しましょう。まだ、コー レンさんに会っていない方は、ぜひオフィスに立ち寄ってください。

マネー ジメントより


平和ネットワー ク：オフィスからの各種通達や情報は平和ネットワー クチャンネル(チャンネ
ル４)を見て参照して下さい。



ベッドバグ：シカゴでベッドバグが発生しています。建物からベッドバグを絶滅するために
は皆様のご協力が必要です。定期的にベッドの足元に設置されている捕獲器を確認して下さ
い。もし捕獲器にベッドバグを見つけたら直ぐにオフィスに通告して下さい。必要に応じ調
査し駆除します。早ければ早いほど効果的です。

感謝


以下の奉仕者および寄付者に心から感謝を申し上げます。皆様からの寄付金は、ダイニング
ルー ムの無料コー ヒー /緑茶サー ビスのため、また全ての居住者の利益と余暇活動のために
感謝を持って使用させて頂きます。奉仕者の貴重な奉仕時間や現物寄付は、居住者の心身お
よび精神の健康促進のバロメー ター にもなります。

１月に寄付/奉仕された方々（12/23/2014-1/21/2015）
Fumiyo Uchida
Michiko Nishio

Yoshiko Shiozaki
Hisako Kometani

Chaun-Ven Fu
Annonymous

Tadashi & Kazuko Nukuto
Annonymous Annonymous

私たちの食堂に折り紙で作ったカラフルな色の飾り玉を皆さんお気づき
でしょう。平和テラス居住者の米谷壽子さんが一年の季節に合わせた色
とデザインを熟慮して毎回新しいものを作って下さっています。
いつも素晴らしい飾り物を作って寄付して下さる米谷さんに心から感謝す
ると共に、今後もユニー クな飾り物を楽しみにしています。

＊もしニュー スレター に寄付者・ 回復祈願としてお名前の公表、またはお誕生日を記載して欲しくな
い場合にはジェシカ、麻衣子までご一報下さい。

知っ得情報
インフルエンザの季節です！十分予防して健康に過ごしましょう！
インフルエンザにかからないようにする日常のステップを以下に記します。
1. 石鹸と水で手を良く洗うこと。トイレに行ったら必ず手を洗いましょう。
2. 目、鼻、口などを触らないようにすること。菌はここから感染します。
3. できれば病気の人に近づかないこと。風邪をひいたら、できれば他人に近づかないこと。

4. 睡眠と運動をすること。水分を十分に摂取して、健康な食事をしましょう。
5. 咳やくしゃみの時、鼻と口をティッシュで押さえること。使用済の紙はすぐ捨てること。

***************************************************************************
平和テラスオフィスの時間：月曜日から金曜日午前９時から午後５時まで
電話：７７３－９８９－７３３３
サー ビスコー ディネー ター
矢内 麻衣子
：月曜日から金曜日午前８時半から午後４時半まで
７７３－９８９－５９０６
ジェシカ ムー ン：月曜日から金曜日午前９時から午後５時まで
７７３－９８９－５６７２
ソレックウェルネスセンター ：７７３－２７１－０１４４
看護士 Jenny Kim: 月曜日から金曜日午前８時から午後４時半まで
医師 Dr.Suesakul: 火曜日と木曜日 午前８時から午後２時まで
水曜日と金曜日 午前 11 時半から午後２時半まで
医師 Dr.Chi(足の医者)：毎月終わりの金曜日
午前８時から午前 11 時まで
************************************************************************

Language Lessons

Lesson 4
Where are you going?

I am going to Mariano’s.

Japanese
どこ行くの？

マリアノへ行きます。

Do-ko I-ku-no?

Ma ri ano e I-ki-mas.

Korean
어디로 가십니까? 마리아노에 갑니다
Eo di lo ga sim ni ka? Ma ri ano-ae gam ni da
Chinese
您 (nin) 去 (qu) 哪 (na)?
我 (wo) 去 (qu) Mariano's

