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いこいの里 カラオケクラブ
（小代区）

小代区にある「いこいの里」は、高齢者の心と体の健康づくりをめざし、地区利用の他に
クラブ活動を１カ月に１回実施しています。
カラオケクラブでは毎回１０人程度のメンバーが集まり、自分の得意な歌はもちろんのこ
と、初めての歌にチャレンジするなど、おなじみの曲から新しい曲までみんなで楽しんでい
ます。
「年度途中に１回参加してそのまま毎月来られる方もいますし、途中でお休みされる方も
います。自由な雰囲気で参加ができますよ」
「人前で話すのは苦手だけど、カラオケは慣れると人前でもわりと平気になるんです」
「これが元気のもと。みんなの笑顔もあるし。とってもいいです」と、みなさん笑顔で話し
てくださいました。
参加を希望される方は小代支所までご連絡ください。
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この広報誌は共同募金配分金の一部を活用し作成しています。

認知症って？

家族の葛藤
本人同様︑家族も悩み︑悲
しみ︑混乱しています︒今ま
で頼りにしてきた人を頼れな
くなる不安︑少しずつできな
いことが増えていくショック
と寂しさ︑失敗をつい叱責し
てしまう自分︒大切な家族が
認知症であることを受け入れ
るまでには︑大変な葛藤があ
ります︒認知症は︑本人だけ
でなく︑家族も支援を必要と
しているのです︒

社協の事業

家族だけで認知症の方を支
えていくことは︑非常に大き
な負担となります︒まずは役
場や社協に相談してください︒
本人や家族の状態に応じて︑
ヘルパーやデイサービス︑グ
ループホームなどのサービス
を使って︑本人と家族が落ち
着いた生活ができるようにお
手伝いします︒穏やかで安定
した環境で生活することが︑
認知症の進行をゆるやかにす
ると言われています︒

●共用型指定認知症対応型
通所介護事業

平成 年４月からグループ
ホーム﹁かがやき﹂で月〜金
の８時 分〜 時 分まで認
45

認知症は︑誰にでも起こり
うる可能性のある脳の病気で
す︒認知症になると︑新しい
ことが覚えられなくなり︑同
じことを何度も言ったり聞い
たり︑年月日や場所︑人がわ
からなくなる︑といった症状
が現れ︑日常生活に支障をき
たすようになってきます︒
認知症の人は﹁何もできな
い︑わからない﹂と思われが
ちですが︑感情が無くなるわ
けではありません︒今まで当
たり前にできていたことがで
きなくなることで︑焦り︑不
安︑悔しさを感じ︑自分の失
敗を笑われれば︑自尊心を傷
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つけられます︒心の状態は︑
健康な人と何も変わりません︒
認知症という病に最も悲し
み︑苦しんでいるのは本人で
あることを忘れないでくださ
い︒

﹁住み慣れた地域で 安心して暮らしたい﹂という多くの人が抱く想い︒しかし︑年齢を重ねるにつ
れて︑身体機能や感覚︑心の中にも様々な変化が起きてきます︒あなたが現在︑または将来について
不安に思うことは何ですか？今回は︑高齢者の４人に１人が発病するといわれている﹁認知症﹂につ
いて︑誰もが安心して︑自分らしく暮らせるまち・地域であるために︑一緒に考えてみませんか︒

あ な た と私 と
﹁認知症﹂

2

知症の方を対象とした通所介
護事業︵デイサービス︶を開
始します︒﹁かがやき﹂は認
知症の方を対象としたグルー
プホームで︑現在９名の方が
入居されています︒通所の方
も入居の方と一緒に過ごし︑
入浴や口腔ケア︑食事などの
サービスを提供します︒定員
３名なので家庭的でゆったり
した雰囲気で過ごしていただ
くことができます︒個別に対
応することができるので︑食
事の準備や片付けなど︑ご本
人の能力を活かせるような配
慮もします︒

3

また︑村岡区で年５回︑小
代区で年４回﹁介護者のつど
い﹂を開催しています︒本紙
６ページに記事がありますの
で︑そちらもご覧ください︒

地域で支える認知症
あなたには家族以外に頼れ
る人や場所がありますか？近
くにいる人が手を差し伸べて
くれることを︑想像できます
か？もしかしたら︑認知症で
あることを﹁恥ずかしい﹂
﹁隠したい﹂と思うかもしれ
ません︒しかし︑徘徊を経験
した方の家族に話を聞くと
﹁周りの人にも知ってもらい
たい︒知られることより︑家
族を失うことが怖い﹂と切実
な答えが返ってきました︒
認知症の症状や身体の状況
は日々変化をしていくもので
す︒その都度︑家族やサービ
スだけで対応することは難し
く︑周囲や地域全体での理解
や協力が必要となります︒そ
のためには︑認知症に対する
正しい理解と︑困った時︑助
けを必要とする時に手を差し

何回も同じ道を行ったり来たりして
いる、季節や外出時に合わない服装
をしているなど、不自然な動きをし
ている人を見かけたら、次の点に気
を付けて声をかけましょう。

②一緒に歩きながら、相手の行き
先や目的などをきく。

③会話は相手のペースに合わせる

深めていただきたいとも考え
ています︒
認知症の方と家族を救える
のは︑あなたかもしれません︒
自分にできそうな﹃少しの支
え﹄を考えてみてください︒

①相手の正面からゆっくり近づい
て声をかける。

伸べあえる関係づくりが不可
欠です︒
香美町社協は︑認知症理解
に取り組んでいます︒福祉学
習では小学校︑中学校︑高校
に社協職員や役場職員が出向
き︑認知症がどんな病気か︑
どう対応すればよいのか︑ビ
デオやロールプレイなども使
って︑学習しています︒
また︑認知症カフェのお手
伝いをしてくださるボランテ
ィアを募集し︑介護者の方の
生のお話を一緒に聞いていた
だくことで︑認知症の理解を

「徘徊している人かも…」と
思ったら

●認知症カフェ

▲ 住み慣れた地域で、いつまでも…

認知症カフェ﹁えんがわ﹂
は︑香住地域福祉センターに
て毎月おおむね 日に開催し
ており︑認知症の方のご家族
が参加されています︒当事者
でないと理解できない介護の
大変さを受け止める場所とし
て︑また本人と少し距離を置
いてリフレッシュできる場と
して︑介護者の方々の寄りど
ころとなっています︒﹁しゃ
べらなくても良い︒ここにい
るだけでいい﹂とおっしゃる
参加者もあり︑﹁安心できる
居場所﹂の重要性を感じてい
ます︒
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始めませんか… ボランティア

自分にできるコト、自分が得意なコトを活かして、無理なく楽しく取り組むのがボ
ランティア活動です。春になり、「何かはじめようかな…」と少しでもお考えの方
は、社協に気軽にご相談ください！

☆ 個人で気軽にボランティア！

☆ 得意な料理を活かして

漂着ゴミや雪を相手に気持ちのいい
汗をかきましょう！

料理教室や子ども向けのクッキング教
室、お年寄りの給食サービスのお弁当作
りなど料理を活かしたボランティア活動
も様々です。ご家庭で役立つ情報や技術
を習得できるのも魅力のひとつ！
３区それぞれにグループがあり活動し
ています。

●除雪活動
（村岡区・小代区
冬期間）

●海岸清掃活動
（香住区５月〜６月）

☆ 子どもと楽しく
かかわりながら！
絵本の読み聞かせや指人形劇、川遊
び・雪遊びのサポートなど、子どもの
成長をお手伝
いする活動も
大きなやりが
いが！

☆ 当事者の生活を支える
点字に訳す「点訳」やテープなどに声
を吹き込む「音訳」で障害のある当事者
に必要な情報を届けたり、声かけなどで
外出をお手伝いする活動もあります。ふ
れあいを通して様々な事を知ったり、考
えたりできるボランティアです。

5

参加者の方は﹁ひと手
間で塩分カットができる方法
など︑研修会に参加するたび
に︑より身体にやさしい食事
を考える機会になります﹂
﹁新しいメニューも教えてい
ただき参考になります﹂﹁普
段は班ごとの活動なので︑た
くさんの会員と顔を合わせて
お し ゃ べ り するのはとても楽
しいです﹂と 話 さ れ ま し た ︒
研修会を実施することで︑
ボランティア活動の活性化と
意見交換の場を持ち︑誰でも
気軽に参加できるボランティ
ア活動として︑みんなで作り
上げていく﹁村岡ふれあい給
食﹂は︑今後も輪を広げ︑つ
ながりを大切にしていきます︒
村岡ふれあい給食では︑調
理・配送ボランティアを随時
募集しています︒香美町社会
福祉協議会村岡支所︵９８ ︱
１０００︶までお気軽に声を
かけてください︒

調理・配送ボラン
ティア合同研修会

２月 日︵水︶村岡ふれあ
い給食の調理と配送ボランテ
ィアによる研修会﹁地元の魚
を食べよう〜お魚料理教室﹂
を実施しました︒
﹁お魚料理教室﹂は香美町
魚料理教室開催支援事業の助
成金を受け︑今回は町内で水
揚げされた﹁たら﹂﹁かれ
い﹂を使った調理実習と︑町
の栄養士による食品衛生の講
話で交流を深めました︒

村 岡
ふれあい
給 食
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さぁでかけよう

Dａｙ

0796 ︱39 ︱2050

香美町社会福祉協議会 本所

﹁さぁ出かけようＤａｙ﹂で
は︑ボランティアが声かけや
見守りなどで参加者をサポー
トします︒初めてボランティ
アで参加された女性は︑﹁最
初は何をすればいいか分から
ず不安でしたが︑他のボラン
ティアさんが参加者にトイレ
の場所を案内しているのを見
て︑自分にできる範囲で声か
けや見守りをしようと思い︑
お手伝いしました︒和
やかな雰囲気で楽しく
過ごせました﹂と話し
てくれました︒あなた
もお出かけボランティ
ア︑始めてみません
か？楽しい出会いがあ
りますよ！

私にもできるお手伝い

買物を楽しめて良かった﹂と
話されていました︒

に 行ってきました！

３月５日︵土︶日頃外出し
にくい高齢の方や障害を持た
れた方のお出かけを支援する
﹁さぁ出かけようＤａｙ﹂を
実施しました︒
今回は鳥取方面へお出かけ
し︑砂丘会館で海の幸を堪能
した後︑鳥取市内にある﹁わ
らべ館﹂を見学しました︒わ
らべ館には世界中のおもちゃ
の展示やメンコやおはじきな
どの昔のおもちゃを体験でき
るコーナーがあり︑参加され
た方は︑﹁とても懐かしい︒
子どもの頃に
戻った気分で
スッキリし
た﹂と楽しま
れていました︒
その後︑賀
露の﹁わった
いな﹂でお買
い物を楽しみ
ました︒参加
者は︑﹁今日
は久しぶりに

6

介護者同士が語り合い、支え合う会を目指して

やすい言葉で話してくれたの
で頭に入りやすかった︒認知
症と関わる状況になった時に︑
今日の話を思い出して少しで
も良い対応ができそう﹂﹁こ
うして介護者同士で気楽に話
せるのっていいね︒是非また
参加したい﹂と笑顔で話して
くださいました︒
平成 年度も皆さんがリ
ラックスして楽しんでいただ
ける︑学んでいただける会を
企画していきます︒

小代区 介護者のつどい
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香美町とと活隊から

この日のメニューはカニず
し︑カニ身の入った茶碗蒸し︑
カニ汁︑カニあんかけ豆腐な
ど︑たっぷりのカニ身を使っ
たものでした︒昼食を食べた
方々は﹁ひとり暮らしなので︑
家ではカニを食べない︒久し
ぶりに食べられて嬉しい﹂
﹁とてもおいしかった︒こん
な風に料理してもらったら︑
歯の弱い私でも食べられま
す﹂と笑顔で話してくれまし
た︒
たくさんのカニ身を提供い
ただいた香美町とと活隊のみ
なさま︑本当にありがとうご
ざいました︒

３月９日︵水︶いこいの里
で︑平成 年度４回目の介護
者のつどいを行いました︒雨
の降る足元の悪い中でしたが︑
初参加者４名を含む 名の介
護者さんが参加されました︒
午前中１時間程度︑介護予
防体操をして体を動かした後︑
いこいの里の昼食を食べてい
ただきました︒その後お茶を
飲みながら介護の事︑自分の
体調の事︑世間話などいろい
ろな話題で話し合い︑ゆっく
り気楽に過ごしていただきま
した︒
午後は１時間半の間︑地域
包括支援センターの保健師か
ら認知症の現状︑症状︑接し
方など︑認知症人口が増加し
ている今日に︑知っておきた
い知識をわかりやすく話して
いただきました︒会場では
﹁なるほど﹂との声や︑大き
くうなずく姿が見え︑皆さん
集中して聞き入っていました︒
参加者の方は﹁講話はわかり
27

カニ のプレゼント
▲ カニの身たっぷりの食事に、箸がどんどん進みます

２月 日︵金︶香美町とと
活隊から香住ガニの﹁かに
身﹂を提供いただき︑村岡通
所介護事業所とデイサービス
センター﹁ほほえみ﹂で昼食
に使用しました︒今回は香住
小型ベニガニ組合からいただ
いたカニを︑香住水産加工協
同組合の組合員が身出しをし︑
町の発展に貢献された高齢者
に︑感謝と長寿を願って地元
産の香住ガニを味わってもら
おうと︑企画されました︒
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香住区

村岡区

小代区

青山相談員

小谷相談員

阿瀬相談員

山本相談員

山本相談員

井上相談員

福田相談員

松本相談員

岸本相談員

吉岡相談員

田中相談員

井口相談員

藤原相談員

西谷相談員

※お仕事等で相談日に来所できな
い、知っている人に相談したい
場合など、相談員へ直接相談も
受け付けています。お気軽に事
務局までご連絡ください。

ほっとHOT事務局（香美町社協本所内） TＥＬ：０７９６−３９−２０５０
いこいの里

地区利用・お達者クラブ皆勤賞

記念品は手作りわらじ

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

３月８日（火）村岡デイサービスセン
３月８日（火）村岡通所介護事業所へ
ターへリフト付き福祉車両を寄贈してい
リフト付き福祉車両を贈っていただきま
ただきました。平成２７年で３８回目を
した。平成２７年で３８回目を迎えた
迎えた『２４時間テレビ』。今年は、全
『２４時間テレビ』。今年は、全国で２
国で２１７台の福祉車両が贈呈されたそ
１７台の福祉車両が贈呈されたそうです。
うです。
全国の皆さまから贈られた善意（募
全国の皆さまから贈られた善意（募
金）によっていただきました車両は、村
金）によっていただきました車両は、村
岡通所介護事業所の送迎を中心に色々な
岡デイサービスセンターの送迎を中心に
場面で大切に活用させていただきます。
地域福祉事業などで大切に活用させてい
ありがとうございました。
ただきます。ありがとうございました。

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

「24時間テレビ」
福祉車両を寄贈していただきました

いこいの里では、地区利用・お達者クラブ
を１年間休まずに利用していただいた方々に
皆勤賞を発行しており、今年度は、村岡区板
仕野の田中侃市さん（90歳）が作成したわら
じを記念品として合わせてお渡ししています。
お渡しする際に「田中さんは年間3000近くも
のわらじを作り、村岡ダブルフルウルトララ
ンニングの参加者をはじめ、多くの方々にプ
レゼントされていますよ」と紹介するとみな
さんはびっくり。「そりゃあええもんいただ
いた。ありがたい」「見習わんとあかんわ」
と感想をいただい
ています。
４月から新年度が
始まります。みなさ
ま皆勤賞めざしてい
ただきますように。
かん

いち

８

各種相談は町内どこでも受けられ
ます。本所、各支所にお気軽に
ご相談ください。
※秘密は厳守します。
※相談はいずれも無料です。

お問い合わせ先

心配ごと相談
ほっと HOT
（結婚相談）
弁護士相談
※要予約（１人30分）

本

所

TEL 0796-39-2050

村岡支所

小代支所

TEL 0796-98-1000

TEL 0796-97-2202

とき：4 月 13 日
（水） とき：4 月 20 日
（水） とき：4 月 6 日
（水）
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
ところ：香住老人福祉 ところ：村岡老人福祉 ところ：いこいの里
センター
センター
とき：4 月 14 日
（木） とき：4 月 28 日
（木） とき：4 月 21 日
（木）
13：30〜16：00
9：30〜12：00
13：30〜16：00
ところ：香住老人福祉 ところ：村岡区
ところ：いこいの里
センター
中央公民館
とき：4 月 26 日
（火）
13：00〜16：00
ところ：香住老人福祉センター
担当者：野崎佑也弁護士

所
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皆様からのあたたかいご預託は社協の地域福祉活動に使わせていただきます。
ありがとうございました。

︵平成 年

古切手等の収集にご協力いた
だいた皆様をご紹介します︒
月分︵預託順・敬称略︶
古切手・ベルマーク・はがき・
テレホンカード

28
２

月１日〜 日︶

︹本
所︺
香 住 白鳩書房
若 松 白瀧 かすみ
香 住 香住ロータリークラブ
香 住 橘法務行政書士事務所
︹村岡支所︺
福 岡 兎塚歯科診療所
中大谷 藤岡 秀三
長 板 古川 美鶴
大 野 大林 益子
大 野 大林 和子
八井谷 井上 政信
︹小代支所︺
水 間 きずなハウス㈱

その 他 に も ︑匿 名 で 多 くの 方 に
ご協力頂きました︒
ありがとうございました︒

２

29

善 意 銀 行だより

︵平成 年 月１日〜 日︶
︵預託順・敬称略︶

本

２

和敏
義信
春美
友和
広志
久子

忠一
敏行
博
喜彦
貞子
忍

日本キリスト教団香住支部

・香典返し
上 計 今西
明石市 小林
若 松 上田
訓 谷 嶋田
訓 谷 滝本
香 住 池本
・福祉の志

村 岡 支 所

・香典返し
山 田 西坂
相 田 徳山
口大谷 田中
宿
上田
養父市 守本
八井谷 小谷

小 代 支 所

・香典返し
秋 岡 田野美代志
貫 田 村尾
仁
・福祉の志
新 屋 田野 文子
︵故 田野秀吉︶

預託金合計
４９３︐０００円

○お名前は︑預託者本人のご意向に
より掲載しています︒
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