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高齢サポート・日ノ岡高齢サポート・日ノ岡高齢サポート・日ノ岡高齢サポート・日ノ岡

6日 お正月飾り作り

13日 茶話会

20日 クリスマスパーティー

当センターではこれまでから地域の方や、企

業、学校、公共機関などからご依頼いただき、

いろいろなところで「認知症サポーター講座」

を開催してきました。

地域の民生委員さんや、町内会長さんといっ

た方はもちろんのこと、最近では地元の中学校

の生徒さんや、スーパーの店員さん、歯科医院

の歯医者さんや歯科衛生士さんにもこの講座を

受けていただきました。

なかでも最近力を入れているのは地域の子ど

もたちへの認知症の理解の推進です。中学校で

の開催は校長先生のご理解などもあり、年中行

事として定着してきたので、今後はもっと小さ

い頃から認知症について正しい知識を持っても

らい、高齢者を敬う気持ちと、生まれ育った地

元を愛する気持ちをもってもらうことを目的に

小学校での開催を目指して現在学校側と協議を

している最中です。

また、今月には京都銀行の行員さん向けに認

知症サポーター講座を開催する予定です。

お友達同士でも、ご近所同士でも、はたまた、

何かの宗教の信者さん同士でも5人以上集まれ

ば、開催可能です。

開催費用は資料代も含めてもちろん無料です。

本講座を受けていただいた方には、これから

の冬の装いにぴったりなおしゃれアイテム「オ

レンジリング」をもれなく進呈しています。

認知症サポーター講座を受けてみませんか？

～おねがい～

各自ペットボトルとはさみを

ご持参いただきますようにお

願いいたします。

「やぐらカフェ」

開催日：12月1日（木）

14：00～16：00なら入退室自由

モデルの手がゴツいので

ピチピチ感がありますが、

本当は結構余裕のあるサ

イズです。

クリスマス会のご案内

以下の元気倶楽部でも下記の日程でクリスマス

会を行います。ケーキも付きますよ。

14日 みささぎ 21日 かもと 22日 別所町

12月9日

ペットボトルを使った花瓶づくり

こんなのがで

きる予定です



②みどりの径

③六兵ヱ池公園

⑦かもと

祝日のため、やぐらの

家は休みになります

⑤別所町

⑩やぐらの家

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

②みどりの径

③六兵ヱ池公園

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

⑧北花山

①市田公園 やぐらカフェ

hinooka.h@ryokujukai.com31日(土)31日(土)31日(土)31日(土) E-mail：

Tel： （075）595－5575（075）595－5575（075）595－5575（075）595－5575

30日(金)30日(金)30日(金)30日(金)

Fax： （075）582-6087（075）582-6087（075）582-6087（075）582-6087

24日(土)24日(土)24日(土)24日(土)

公園体操以外の事業は雨天の場合も原則実施しますが、朝9時の時点で台台台台

風の接近等による警報が発令されている場合はお休みとします風の接近等による警報が発令されている場合はお休みとします風の接近等による警報が発令されている場合はお休みとします風の接近等による警報が発令されている場合はお休みとしますので、ご

注意下さい。

電話での実施の照会は当日朝9時から対応しています。その他、ご不明の

点がありましたら当センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。

25日(日)25日(日)25日(日)25日(日)

26日(月)26日(月)26日(月)26日(月)

27日(火)27日(火)27日(火)27日(火)

　高齢サポート・日ノ岡　高齢サポート・日ノ岡　高齢サポート・日ノ岡　高齢サポート・日ノ岡

28日(水)28日(水)28日(水)28日(水)

名称 開催日時 費用

23日(金)23日(金)23日(金)23日(金)

②みどりの径

⑩やぐらの家 第２、第４金曜日　 100円

　　京都市日ノ岡地域包括支援センター

29日(木)29日(木)29日(木)29日(木)

①市田公園

おいしいコーヒーなどのお飲み物を頂きながら、よもやま話

に花を咲かせます。愚痴でも自慢でもドンと来い！！健康に

ついてのお話や映画上映会などイベントも盛りだくさんで

す。

21日(水)21日(水)21日(水)21日(水)

22日(木)22日(木)22日(木)22日(木)

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

年末のため、公園体操も元気倶楽部もやぐら

の家も休みになります

⑤別所町

*お持ち帰り工作等を行なった際には100円追加で頂くことがあります。*お持ち帰り工作等を行なった際には100円追加で頂くことがあります。*お持ち帰り工作等を行なった際には100円追加で頂くことがあります。*お持ち帰り工作等を行なった際には100円追加で頂くことがあります。

19日(月)19日(月)19日(月)19日(月)

ふれあい空間

20日(火)20日(火)20日(火)20日(火)

18日(日)18日(日)18日(日)18日(日)

午前10時

⑥日ノ岡

100円　

①市田公園

②みどりの径

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

③六兵ヱ池公園

⑧北花山

費用

⑤別所町元気倶楽部

別所町自治会

集会所

第２、４木曜日

無料

無料

16日(金)16日(金)16日(金)16日(金)

午後2時

⑧北花山元気倶楽部 北花山公会堂

毎週火曜日

200円　

17日(土)17日(土)17日(土)17日(土)

午後２時

⑨みささぎ元気倶楽部

洛和ホームライ

フみささぎ

第2、４水曜日

無料

14日(水)14日(水)14日(水)14日(水)

13日(火)13日(火)13日(火)13日(火)

名称 会場 開催日時

午前１０時

⑥日ノ岡元気倶楽部

高齢サポート

日ノ岡

第３土曜日

15日(木)15日(木)15日(木)15日(木)

午前１０時

⑦かもと元気倶楽部 こんこう会館

第１、３水曜日

⑧北花山

⑨みささぎ

10日(土)10日(土)10日(土)10日(土)
元気倶楽部

毎週月曜日

無料

京都市の筋トレ指導者養成講座を終えられたボランティアさ

んの指導による室内で行う軽い運動です。時間は１時間30

分程。寝たきり予防のため、一緒に汗を流しましょう。水分水分水分水分

とタオルの持参をお忘れなくとタオルの持参をお忘れなくとタオルの持参をお忘れなくとタオルの持参をお忘れなく

12日(月)12日(月)12日(月)12日(月)

11日(日)11日(日)11日(日)11日(日)

無料

8日(木)8日(木)8日(木)8日(木)

午前9時３０分

④洛和グループホー

ム山科鏡山

7日(水)7日(水)7日(水)7日(水)

午前9時３０分

9日(金)9日(金)9日(金)9日(金)

午前9時３0分

③六兵ヱ池公園

①市田公園

⑦かもと

音楽に合わせて行う２0分ほどの簡単な体操です。申し込み

も不要ですので、どなたでもお気軽にどうぞ。雨天の場合は

中止になります。「のぼり」が開催の目印です。

公園体操

1日(木)1日(木)1日(木)1日(木)

2日(金)2日(金)2日(金)2日(金)

4日(日)4日(日)4日(日)4日(日)

3日(土)3日(土)3日(土)3日(土)

6日(火)6日(火)6日(火)6日(火)

午前９時３０分

②みどりの径

費用 備考

①市田公園／　　柳

田邸横私道

毎週木曜日

無料

年末年始は予告なくお休

みになる場合がありま

す。ご不明の点があれば

高齢サポート・日ノ岡ま

でお問合せください。

毎週金曜日

無料

③六兵ヱ池公園

毎週土曜日

5日(月)5日(月)5日(月)5日(月)

会場名 開催日時



住み慣れた地域で、ご近所との関わりを大切にしながら

健康に末永くご自宅で生活していただきたいのです。年

齢等関係なく誰もが参加できますし、事前の申込も必要

ありません。たくさんの方にお越しいただきたいと思っ

ています。ぜひ、お立ち寄りください。

笑顔とふれあいの家 みささぎ

担当：副所長 大橋 淳（連絡先 ５８２－１１８９）

平成22年5月に陵ヶ岡学区原西町に地域密着型サービ

ス事業所「笑顔とふれあいの家 みささぎ」（旧 みささ

ぎハウス）として開所し、『地域の皆様にお役に立つ・親

しみのある施設』となるよう①小規模多機能居宅介護事業

②デイサービス ③居宅介護支援事業 ④フリースペース

の４サービスを主に提供しています。

今日は、その１つ・フリースペースをご紹介させていた

だきます。毎週水曜日１３時～１６時まで２階和室を地域

の皆様に活用いただきたく開放しています。月２回は映画

会等の企画を行っています。

始めたきかっけとしては、陵ヶ岡・鏡山学区ともに高齢

化率が高く、さらにお一人住まいの方がたくさんいらっ

しゃること、また、近くに喫茶店も少なくなり集いの場が

ないということをお聞きしたことでした。地域の仲間が集

まり、昔懐かしい映画を観たり、体操等に参加して楽しく

会話のできる場として利用してもらいたかったからです。

自宅に１人引きこもることは心身ともに、悪影響が生まれ

ます。最悪の場合、孤独死ということになりかねません。

今月号からはしばらく、日ノ岡の日常生活圏域内の介護保険事業所の皆さんに記事をお願いしよう

ということになりました。第一弾の今回は笑顔とふれあいの家みささぎの大橋淳副所長です。

柔らかな物腰と丁寧な語り口調の素敵な紳士です。

これまで当センターでは認知症の方やそのご家族

が気軽に悩みを話したり、音楽を聴きながらお茶と

お菓子を召し上がってもらい、ホッとしてもらうこ

とを主たる目的として、また、認知症の正しい理解

を社会に浸透させていく橋頭保として、平成25年

の１０月から毎月開催しています。

平成26年度からは会場を香東園やましなのカフェ

「TSUBAKI」（ツバキ）に移して、毎月第4木曜

の午後2時から定期開催してきたところです。

毎回カフェでおいしいスイーツを作っていただい

たり、音楽のゲストや山科医師会の先生もおいでい

ただいている関係からプログラムもしっかり決まっ

ており、事前の申し込みは必ず頂いており、急な参

加申し込みには応じられないこともあったりして、

皆様にはご不便をかけることもありました。

そこでプログラムも決めずに、特別なゲストを呼

ぶことなく、もっと自由に気楽に来ていただけるよ

う、本年10月よりやぐらの家にて「やぐらカ

フェ」を開催しています。

今回は去る10月6日に実施した第一回目の様子を報

告させて頂きます。費用はお1人様100円ぽっきり

なのですが、お菓子も手抜きはありません。だいご

学園さんにお願いして作り立てのパイとクッキーを

お出ししました。

皆さんでお菓子を食べなが

ら、おしゃべりしたり、折り

紙をしたりして思い思いの時

間を過ごしていただきました。

毎月第1木曜日の午後2時

から４時まで開催しています。

お申込みも必要ありません。

左頁の開催日をご確認の上、

お越しくださいませ。お待ち

しております。

毎週水曜日 憩いの場 フリースペースにお越しやす



各会場のおおまかな地図です。

お越しになる際にご参照下さい。

三条通

大

石

道

渋谷街道

JR東海道線

最新情報はフェイスブックで絶賛更新中です。最新情報はフェイスブックで絶賛更新中です。最新情報はフェイスブックで絶賛更新中です。最新情報はフェイスブックで絶賛更新中です。

「高齢サポート・日ノ岡」で検索してみてください。「高齢サポート・日ノ岡」で検索してみてください。「高齢サポート・日ノ岡」で検索してみてください。「高齢サポート・日ノ岡」で検索してみてください。

パンダのマークが目印ですパンダのマークが目印ですパンダのマークが目印ですパンダのマークが目印です。

各会場の大まかな地図です

お越しになる際にご参照ください。


