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　高齢者数の増加に伴い、認知症高齢者の数も

急増しています。認知症が引き起こす周辺症状

には色々ものがありますが、近年社会問題に

なっているものに「認知症による行方不明（徘

徊）があります。もちろんすべての人に起こる

訳ではありませんし、あまり過敏になるのもい

けませんが、多くの事例が発生していることは

間違いありません。

　最近では認知症高齢者が介護者である妻が目

を離した隙に家を出て線路内に迷い込んで列車

に轢かれてしまい、その事故に対する介護者へ

の賠償責任について話題になったのは記憶に新

しいところです。

　この列車事故についての一審、二審の判決は

介護家族に責任ありとする厳しいものでした。

これが確定したら介護している家族にとって嫌

な判例になると危惧していたのですが、最高裁

では一転、介護家族に責任はないとする判決が

出ました。この判決にはほっとひと安心といっ

たところなのですが、いずれにせよこういった

不幸な事件を未然に防ぐために認知症の高齢者

が行方不明になられてもいち早く発見できるシ

ステム作りが必要です。

認知症高齢者の行方不明時における早期発見に関する取り組み

 5月１３日

やすきよの漫才のＤＶＤ上映会

　

５月27日

オリジナルコースターづくり

　いろんなデザインの原画をご用

意いたしますので、好きなものを

お選びください。ご自分で書くの

もＯＫです。

　

　それが標題の京都市「認知症高齢者の行方不

明時における早期発見に関する連携要領」で

す。この要領は「行方不明を予防すること」と

「行方不明高齢者発見に協力すること」の二つ

を目指しています。

　そして我々高齢サポートは地域における日頃

の見守り体制の確立および、実際に行方不明者

が出た場合に発見協力活動を行なう、地域の

ネットワーク構築の要となることが求められて

います。

　このネットワークの当面の対象機関となるの

は高齢サポートを中核とした圏域内の介護サー

ビス事業所とされています。

　この事業の全体をこの日ノ岡だよりで全て紹

介するのはさすがに紙面のスペース上無理なの

で、今回はこういう事業が始まるということの

みお伝えしておきます。もっと深くお知りにな

りたい場合は当センターまでお気軽にお問い合

わせください。

５月３日

　祝日のためお休み

5月10日

　童謡をうたおう

5月17日

　野菊さんによる大正琴の演奏会

5月24日

　正しい靴の選び方のお話

５月31日

　色紙による紫陽花づくり

（この日だけ色紙を買うのに一人

100円ずつ追加で頂きます。）



　　京都市日ノ岡地域包括支援センター

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

ノルディックウォーキング予備日

ノルディックウォーキング
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①市田公園

③六兵ヱ池公園
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④洛和グループ

ホーム山科鏡山

①市田公園

備考

⑨やぐらの家

200円　

100円　

午後２時

第１、３水曜日

費用

午後2時

名称

無料

費用

午前９時３０分

毎週土曜日

無料

午前9時３0分

31313131日日日日((((火火火火))))

お話し相手のボラ

ンティアも募集中

（（（（075075075075））））595595595595－－－－5575557555755575Tel：

7777日日日日((((土土土土))))

16161616日日日日((((月月月月))))

Fax： （（（（075075075075））））582582582582----6087608760876087

hinooka@ryokujukai.com

⑨やぐらの家 100円

第２、第４金曜日　

午後２時

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

点で台風台風台風台風のののの接近等接近等接近等接近等によるによるによるによる警報警報警報警報がががが発令発令発令発令されているされているされているされている場合場合場合場合はおはおはおはお休休休休みとしみとしみとしみとし

ますますますますので、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。

E-mail：
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4444日日日日((((水水水水))))

5555日日日日((((木木木木))))

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

毎週木曜日

1111日日日日((((日日日日))))

2222日日日日((((月月月月))))

3333日日日日((((火火火火))))

15151515日日日日((((日日日日))))

9999日日日日((((月月月月))))

10101010日日日日((((火火火火))))

11111111日日日日((((水水水水))))

12121212日日日日((((木木木木))))

13131313日日日日((((金金金金))))

開催日時

ゴールデンウイークの

間も休まず開催しま

す。

8888日日日日((((日日日日))))

14141414日日日日((((土土土土))))

6666日日日日((((金金金金))))

⑧北花山

⑤別所町

無料

第３土曜日

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～１時間30分ほど。寝たきり予防のため、

一緒に汗を流しましょう。

会場

⑤別所町元気倶楽部

午前１０時

別所町自治会

集会所

費用

午前１０時

⑧北花山元気倶楽部

高齢サポート

日ノ岡

⑥日ノ岡元気倶楽部

⑦かもと元気倶楽部

北花山公会堂

いきいき筋トレ教室

名称

午前9時３０分

29292929日日日日((((日日日日))))

28282828日日日日((((土土土土))))

26262626日日日日((((木木木木))))

17171717日日日日((((火火火火))))

公園体操

会場名

毎週月曜日

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。

備考開催日時

無料

無料

22222222日日日日((((日日日日))))

25252525日日日日((((水水水水))))

23232323日日日日((((月月月月))))

19191919日日日日((((木木木木))))

20202020日日日日((((金金金金))))

北花山はおやすみです

③六兵ヱ池公園

24242424日日日日((((火火火火))))

21212121日日日日((((土土土土))))

18181818日日日日((((水水水水))))

30303030日日日日((((月月月月))))

27272727日日日日((((金金金金))))

④グループホーム

山科鏡山

①市田公園／

柳田邸横私道

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。場所は裏面の地図を見てね。

茶話会

無料

毎週金曜日

午前9時３０分

②みどりの径

第２、４木曜日

開催日時

②みどりの径

****おおおお持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり工作等工作等工作等工作等をををを行行行行なったなったなったなった際際際際にはにはにはには100100100100円追加円追加円追加円追加でででで頂頂頂頂くことがありますくことがありますくことがありますくことがあります。。。。

こんこう会館

毎週火曜日

③六兵ヱ池公園

⑧北花山

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

警報発令時の対応ルールがちょっと変わりました。



　

　いつかこの日がやってくると半ば恐れ、半ば楽しみで

ありましたがついに依頼が舞い込んできました。デイ

サービスセンターはなやま施設長・元おかだ接骨院院長

の介護支援専門員および柔道整復師の岡田　達也で

す。

　昭和５１年１月生まれで北花山にて幼少期を過ごし鏡

山小学校を卒業後に花山中学校の２年生になるときに

大津市へ転居。２４歳となってから花山に舞い戻ってき

ました。１０年間花山から遠のいていた為に浦島太郎状

態でした。子供時代に走り回り、皆様にご迷惑をおかけ

していた第一センターはスーパーマーケットになり渋谷

街道沿いのガレージにもスーパーや商店・医院が立ち

並び友人・知人も転居し、十年一昔という言葉をひしひし

と感じました。それから二昔が経過した現在、また町並

みが変わっていくのを楽しみでありながら悲しく感じてい

ます。

　小学生時代は北花山の「しんどう」と呼ばれていまし

た。漢字で書くと「振動」。やんちゃな事を一杯して周りに

迷惑ばかりかけていた私が高齢者福祉や地域医療

　この紙面でも何度もお伝えしていますとおり、当セン

ターでは多くの事業にたくさんのボランティアさんのご

協力を頂いています。

　独自の工夫を凝らして筋トレの指導をしてくださる

方、オレンジカフェにおいてお越しになった方にお茶と

お菓子を配って、お話相手をしてくださる方、居場所作

り事業において行事内容を考えて色々と準備してくだ

さる方、事前にお菓子を準備してくださる方、はたま

た、毎回朝一番に会場に行き、鍵を開けて準備して下

さる方などなど、ご支援いただいていることを挙げれば

きりがないくらいに多くの方のご協力をいただいていま

す。本当に感謝の言葉もありません。

　これからも多くのボランティアさんに引き続きご協力

いただくため、率直なご意見を聞かせていただき、次

年度の事業に繁栄させられるよう、また我々の溢れん

ばかりの感謝の気持ちを表すため、筋トレボランティア

さん、オレンジカフェのボランティアさん、そして北花山

元気倶楽部の茶話会のお手伝いをいただいている皆

さんへ感謝状の贈呈および、交流会＆北花山の実施

状況の地域への報告会を実施いたしました。

　ささやかですが、職員の手作りの料理やお菓子を準

備して召し上がっていただきました。

　皆さん今年度もよろしくお願いしますね。

　

今回は地元鏡山学区が故郷で、柔道整復師として修行を積んで、再び鏡山に戻って来ら

れた岡田さんです。地元の方にはおかだ整骨院の先生といった方がわかりやすいかも。

今はデイサービスの経営者として地元でがんばっておられます。

に携わる事になるとは誰も予想していなかったでしょう

が、こうして今日を迎えております。先日も北花山元気

倶楽部さんから依頼を受け認知症予防のお話しと脳トレ

ゲームをさせていただきました。

　定期的に開催されている地域支援事業について、ボラ

ンティアさんや世話役の皆様らのご協力なくしては実現

しませんが鏡山・陵ケ岡学区においては熱心な方々の

おかげで継続していると思います。せちがらい世の中で

他人に干渉することを嫌う風潮がありますが、私も含め

て積極的に挨拶や声掛けを行い地域の見守り体制を構

築していきたいです。

　ぜひ皆様方も大きなおせっかいでは無く、小さな「こ

せっかい」をして下さい。

　　　　　　　　　　　　　　デイサービスセンターはなやま

　　　　　　　　　　　　　　　施　設　長　　岡　田　達　也

日  時：平成28年5月24日 朝９時30分集合

　　　　（雨天の場合２５日に順延します）

行き先：日ノ岡から疎水に沿って一灯園まで歩きます

費　用：お一人300円

　（ポールのレンタル料の一部のご負担願います。）

締切り：５月10日まで　お申し込みは当センターまで・・・



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。

パンダのマークが目印です。

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


