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　この日ノ岡だよりはいつも発行月の前月の月

初めに印刷の発注をかけています。そのため実

際に記事を書いているのは前々月の月末頃で

す。つまり、この3月号なら1月末に原稿を書

いています。

　既に終了した行事の報告なら書きやすいので

すが、原稿を書いている日以降の行事や取り組

みの告知はどのタイミングで書いてよいのか結

構迷います。何しろ1月末の時点では3月にす

ることがまだはっきり決まっていないことのほ

うが多く、また、まだ2月に入ってもないの

に、3月号と銘打っているだけに2月の行事の

告知をするとなんだか間の抜けた感じにもな

り、頭を悩ませています。

　と、長々と言い訳を先に書いた上で、改めて

お知らせです。2月15日に日ノ岡の日常生活圏

域内の事業所の皆さん（この度「Team日ノ

岡」と言う名称が決まりました）と民生委員さ

ん　そして、今回は山科医師会から藤本内科診

療所の藤本良策先生にもお越し頂き、第2回目

となる「日ノ岡日常生活圏域エリア会議」を実

施します。

　このエリア会議は日常業務の上で、各介護保

険事業所で感じていらっしゃる地域の課題など

第2回　日ノ岡エリア会議開催します

 

３月１１日

　ホワイトチョコづくり

湯煎でチョコを溶かして、愛情

いっぱいのあまーいホワイト

チョコを作りましょう。

３月２５日

　きみまろの漫談上映会

綾小路きみまろの漫談のビデオ

を上映します。

「厚化粧　笑う夫は　薄毛症」

をざっくばらんにみんなで話し合って、共有し

ていくことと、また普段民生委員さんたちと繋

がりが持ちにくい地域の事業所の皆さんと民生

委員さんとのパイプとなり、より連携しやすい

礎づくりのために開催します。さらに今回は藤

本先生にも来て頂くことで、お医者さんが感じ

ていらっしゃるこの地域特有の課題についても

共有できればと考えております。

　また、このエリア会議は要件を満たすことか

ら「日常生活圏域地域ケア会議」にも位置づけ

ての開催となります。陵ヶ岡、鏡山学区の事業

所の皆様のお越しをお待ちしています。

3月1日

　おひな祭り

3月8日

　大正琴で歌おう

3月15日

　三笑堂さんのご協力による

「足型測定会」

3月22日

　童謡を歌おう

3月29日

　修了式

日時：平成28年2月15日　13：00～15：00

場所：こんこう会館（御陵鴨戸町27-1）



毎週月曜日④グループホーム

山科鏡山

⑧北花山

③六兵ヱ池公園

22222222日日日日((((火火火火))))

25252525日日日日((((金金金金))))

23232323日日日日((((水水水水))))

19191919日日日日((((土土土土))))

20202020日日日日((((日日日日))))

24242424日日日日((((木木木木))))

21212121日日日日((((月月月月))))

18181818日日日日((((金金金金))))

30303030日日日日((((水水水水))))

27272727日日日日((((日日日日))))

29292929日日日日((((火火火火))))

28282828日日日日((((月月月月))))

26262626日日日日((((土土土土))))

公園体操

会場名

無料

毎週金曜日

午前9時３０分

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

②みどりの径

無料

無料

第２、４木曜日

いきいき筋トレ教室

名称

午前9時３０分

①市田公園／

柳田邸横私道

費用開催日時

無料

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

こんこう会館

午前１０時

第３土曜日

開催日時

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

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～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

まだまだ寒い日が続き

ます。十分に暖かい服

装でお越し下さい。

8888日日日日((((火火火火))))

14141414日日日日((((月月月月))))

15151515日日日日((((火火火火))))

9999日日日日((((水水水水))))

10101010日日日日((((木木木木))))

11111111日日日日((((金金金金))))

12121212日日日日((((土土土土))))

13131313日日日日((((日日日日))))

開催日時

17171717日日日日((((木木木木))))

③六兵ヱ池公園

毎週火曜日

1111日日日日((((火火火火))))

2222日日日日((((水水水水))))

3333日日日日((((木木木木))))

6666日日日日((((日日日日))))

4444日日日日((((金金金金))))

5555日日日日((((土土土土))))

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、台風台風台風台風のののの接接接接

近等近等近等近等によるによるによるによる警報発令警報発令警報発令警報発令のののの場合場合場合場合などでおなどでおなどでおなどでお休休休休みになることもありますみになることもありますみになることもありますみになることもあります。

その場合、午前午前午前午前にににに実施実施実施実施のもののもののもののもの（（（（⑤⑥⑤⑥⑤⑥⑤⑥））））についてはについてはについてはについては当日当日当日当日のののの朝朝朝朝９９９９時時時時まままま

でにでにでにでに、、、、午後午後午後午後にににに実施実施実施実施のもののもののもののもの（（（（⑦⑧⑨⑦⑧⑨⑦⑧⑨⑦⑧⑨））））についてはについてはについてはについては午後午後午後午後１２１２１２１２時時時時までまでまでまで

にににに、、、、各会場各会場各会場各会場のののの入入入入りりりり口口口口にににに案内案内案内案内をををを掲示掲示掲示掲示しますしますしますしますので、ご確認下さい。電

話での実施の照会は当日朝8時３０分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：

　　　　高齢高齢高齢高齢サポートサポートサポートサポート・・・・日日日日ノノノノ岡岡岡岡

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

①市田公園

毎週木曜日

31313131日日日日((((木木木木))))

お話し相手のボラ

ンティアも募集中

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

7777日日日日((((月月月月))))

16161616日日日日((((水水水水))))

費用

午前９時３０分

毎週土曜日

無料

午前9時３0分

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

⑧北花山

②みどりの径

①市田公園

⑦かもと

キャラバンカフェ

In當麻時

③六兵ヱ池公園

②みどりの径

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

①市田公園

⑧北花山

⑦かもと

①市田公園

③六兵ヱ池公園

②みどりの径

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

⑧北花山

①市田公園 ⑤別所町

⑥日ノ岡

②みどりの径 ⑨やぐらの家

③六兵ヱ池公園

　　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

⑤別所町

⑧北花山



しつこいようですが

　

元気倶楽部に思うこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村　 昌子

お屠蘇気分まっただ中のある日，突然メールが!!　「日ノ

岡便りのリレートークの原稿を･･･」一瞬にしてお正月は

吹っ飛んでしまいました。正直言って，リレートークは斜

め読み。重そうなお話は眺めるだけ。そんな私が何を書

くねん！！慌ててバックナンバーを読み返しました。

「元気倶楽部に思うこと」しばらくお付き合いください。

私が「いきいき筋トレボランティア」の資格を取ろうと思っ

たきっかけは，民生委員として地域の方々とお話をする

ようになったことです。ちょこちょこと地域を回っていて

「今なら間に合う」という思いを強く持ちました。今元気に

歩いておられる方々が寝たきりにならないように何がで

きるだろうか。そこで知ったのが京都市が募集している

「いきいき筋トレボランティア」だったのです。

ストレッチ体操で体を柔軟にしたり，足腰を動かす運動

をする機会をつくること。外出して人と話をする機会をつ

くること。そのようなことができる場所をつくりたい。そし

て私も参加したい。想い続けていると願いはかなうもの

ですね。日ノ岡包括支援センターの居場所づくりの構想

にうまく拾って頂いて，今では４か所の元気倶楽部にお

邪魔させて頂いております。

以下は開催中の様子です。

　どの生徒さんも真剣に話を聴いて一生懸命参加して

くれました。この分なら花山中学校区の未来は安泰

だ。期待しているぞ諸君！！右下の写真は一緒に本

事業に取り組んだ「Team日ノ岡」の皆さんです。これ

からもよろしく頼みます。

　昨今の高齢化の進行により認知症の方も年々増え

ており、2012年の推計では約462万人、65歳以上の７

人に一人とも言われています。

　さらに認知症の前段階とされるＭＣＩ（軽度認知障

害）とされる400万人を加えると６５歳以上の方の４人

に一人が認知症という数になります。４人に一人だと

父方、母方双方のおじいちゃんおばあちゃんのうち、

一人は認知症ということになりますし、まさに社会問題

として顕在化してきているといえます。

　認知症は他の要介護の原因とは異なり、進行すると

公的なサービスの利用だけではその人の生活全般を

補完することが困難になることが多く、また、徘徊や火

の不始末といった行動が伴うこともあり、一人暮らしの

場合など、近隣から排除されてしまうことが往々にして

あります。

　でも、多くの場合、環境の改善と周囲のちょっとした

気配りにより、その家での暮らしを継続できる可能性

があります。そしてそのためには老若男女問わず、地

域に住む全員が認知症について正しく理解して、優し

く見守ることのできる世間作りが必要です。

　その手段として高齢サポートでは「認知症あんしん

サポーター講座」を実施しており、当センターでもこれ

までも多くの地域団体や企業、官公庁などで開催して

きましたが、この度当センターでは４年ぶりに機会を

頂いて花山中学校において認知症あんしんサポー

ター講座を開催させて頂くことができました。

今回は当センターの元気倶楽部でいつも明るい笑顔を振りまきながら体操を指導してくだ

さっている北村昌子さんです。いつも会うたびに元気をもらえる素敵な女性です。

皆さまが集まって来られた時の，あの賑やかな話し声。

体操をしている時の真剣な眼差し。その日の思いを達成

されて帰って行かれる時の乙女のように満ち足りた後ろ

姿。どれもこれも大好きです。「今日もありがとう」と心か

ら思える一瞬一瞬です。皆さまから元気をいっぱい頂

き，知恵をたくさん頂き，暖かい「こころ」を頂き，私はな

んと果報者なんでしょう!!

元気倶楽部は今後，年齢に関係なく集える場。体操は

無理だけど話をしに行こうと思える場。夏休みなどには，

子どもたちも一緒に活動できる場にできたらと，夢は広

がっていきます。

最後に，私の今年の活動のキーワードを書き留めてお

きます。それは［教育」と［教養」です。そのこころは･･･

　［教育」･･･［今日行く所がある」　［教養」･･･［今日用が

ある」です。

みなさん一緒に楽しくやりましょうね。



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


