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後半はいつものとおり多目的室の広い会場を活

かしてワールドカフェ方式でのグループ討議を行

いました。

「地域での見守り活動はどのように、どこまで行

うべきか」というテーマで議論を深めました。

この「地域での見守り」というのは地域ケア会

議でもよく出てくるキーワードなのですが、改め

て掘り下げてみると大変興味深いご意見もたくさ

ん出ました。

特に陵ヶ岡自治連の田中会長のおっしゃった

「地域の高齢者がどこまでの見守り活動を希望し

てるのかいっぺんアンケートとってみたらどう

か？」という意見には目からウロコが100枚ぐら

い落ちました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございまし

た。頂いたご意見は集約し、よりよい地域づくり

のために役立てて参ります。

今年度第1回目の日常生活圏域地域ケア会議開催いたしました

北花山元気倶楽部 月 行事予定10

朝夕幾分涼しくなり、過ごしやすくなりました。

9月になると「いよいよ年度上半期も終わった

なー」と少し気忙しい感じになってしまいます。

さて、先日上半期でもっとも重要といってよい

行事である「日常生活圏域地域ケア会議」を花山

中学校の多目的室をお借りして開催致しました。

お忙しい中にも関らず、陵ヶ岡、鏡山両学区の

民生委員さんや老人福祉員さん、各種団体長さん、

公共機関の担当者さん、そしてケアマネさんを始

めとした介護保険事業所の皆さんなど大勢の方に

ご参加いただきました。

最初に今年度、両学区で開催した地域ケア会議

で皆さんから出していただいた主だったご意見を

紹介し、それを受けて加筆修正を加えた最新版の

「地域ケアプラン」を紹介いたしました。

次にこれまで皆さんから「わからん」という声

が多く聞かれた、この春から始まった「介護予

防・日常生活支援総合事業」の概要について説明

させていただきました。

会場が広い割に、スクリーンがあまり大きくな

いため、後ろの方にお座りの方には説明用のパ

ワーポイントの画面が小さくて見えづらかったよ

うで、申し訳ありませんでした。次から画面が見

え難い方は遠慮なさらず最前列まで椅子を持って

ガンガン寄って来てくださいね。

10月17日

「朗読会」

ボランティアさんのおすすめの

ためになる本をボランティアさん

が美声で読み上げてくださいます。

10月24日

「牛乳パックを使ったカゴ作り」

10月31日

5週目のためお休みになります。

10月3日

「お花のリースづくりの続き」

♪おお 愛のしるし～♬

10月10日

「玉入れ大会」

秋の運動会の恒例競技！童心に

帰ってやりましょう

こんな感じのがでこんな感じのがでこんな感じのがでこんな感じのがで

きる予定ですきる予定ですきる予定ですきる予定です



第２、４木曜日

無料

午前１０時

費用

5日(木)5日(木)5日(木)5日(木)

10日(火)10日(火)10日(火)10日(火)

毎週木曜日

無料

7日(土)7日(土)7日(土)7日(土)

12日(木)12日(木)12日(木)12日(木)

11日(水)11日(水)11日(水)11日(水)

9日(月)9日(月)9日(月)9日(月)

毎週月曜日④洛和グループホー

ム山科鏡山

8日(日)8日(日)8日(日)8日(日)

③六兵ヱ池公園 無料

1日(日)1日(日)1日(日)1日(日)

2日(月)2日(月)2日(月)2日(月)

②みどりの径

①の会場は10月から市

田公園にお引越しとなり

ます。ご注意を

毎週金曜日

午前9時３０分

午前9時３0分

午前9時３０分

毎週土曜日

無料

公園体操

4日(水)4日(水)4日(水)4日(水)

3日(火)3日(火)3日(火)3日(火)

6日(金)6日(金)6日(金)6日(金)

費用 備考

北花山公会堂

無料

①市田公園

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。

③六兵ヱ池公園

午前９時３０分

②みどりの径

⑧北花山

会場名

①市田公園／

柳田邸横私道

開催日時

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

午後２時

洛和ホームライ

フみささぎ

元気倶楽部

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。介護予防のため、一緒に汗を流しましょう。水分とタ水分とタ水分とタ水分とタ

オルの持参をお忘れなく。オルの持参をお忘れなく。オルの持参をお忘れなく。オルの持参をお忘れなく。

開催日時

別所町自治会

集会所

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

⑦かもと

⑩やぐらカフェ

⑤別所町元気倶楽部

⑦かもと元気倶楽部 こんこう会館

第１、３水曜日

⑨みささぎ元気倶楽部

*途中参加でも途中退場でも参加費は同額です。*途中参加でも途中退場でも参加費は同額です。*途中参加でも途中退場でも参加費は同額です。*途中参加でも途中退場でも参加費は同額です。

第2、４水曜日

認知症の人もそうでない人もみんなが集って自由に悩みごと

などを相談し合える空間です。お飲み物とだいご学園さんの

おいしいお菓子が付きます。

第1木曜日　午後2時～4時

（時間内なら出入りは自由です）

開催日時

200円

22日(日)22日(日)22日(日)22日(日)

午前１０時

⑥日ノ岡元気倶楽部

高齢サポート

日ノ岡

午後2時

23日(月)23日(月)23日(月)23日(月)

29日(日)29日(日)29日(日)29日(日)

　　京都市日ノ岡地域包括支援センター

E-mail：

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

30日(月)30日(月)30日(月)30日(月)

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

27日(金)27日(金)27日(金)27日(金)

28日(土)28日(土)28日(土)28日(土)

31日(火)31日(火)31日(火)31日(火)
hinooka@ryokujukai.com

⑤別所町

⑨みささぎ

⑧北花山24日(火)24日(火)24日(火)24日(火)

25日(水)25日(水)25日(水)25日(水)

26日(木)26日(木)26日(木)26日(木) ①市田公園

14日(土)14日(土)14日(土)14日(土)

13日(金)13日(金)13日(金)13日(金)

15日(日)15日(日)15日(日)15日(日)

名称

⑤別所町

200円　

毎週火曜日

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

無料

③六兵ヱ池公園

⑩やぐらカフェ

名称

④洛和グループ

ホーム山科鏡山

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。また、インフルエンザ等の感染症が流行っているときは当インフルエンザ等の感染症が流行っているときは当インフルエンザ等の感染症が流行っているときは当インフルエンザ等の感染症が流行っているときは当

方の判断で急きょ中止とすることもあります。方の判断で急きょ中止とすることもあります。方の判断で急きょ中止とすることもあります。方の判断で急きょ中止とすることもあります。ご了承ください。開催の

時は入り口前に「元気倶楽部」のノボリを立てています。ノボリの出て

いない場合は中止となります。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。

17日(火)17日(火)17日(火)17日(火)

⑧北花山元気倶楽部

⑧北花山

②みどりの径

⑥日ノ岡

①市田公園

鏡山ほほえみカフェ

21日(土)21日(土)21日(土)21日(土)

16日(月)16日(月)16日(月)16日(月)

③六兵ヱ池公園

19日(木)19日(木)19日(木)19日(木)

オレンジカフェ

20日(金)20日(金)20日(金)20日(金)

18日(水)18日(水)18日(水)18日(水)

午前10時

*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。

⑦かもと

100円　

第３土曜日

無料

会場

5週目のため北花山元気倶楽部はお休み

②みどりの径

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

⑨みささぎ

①市田公園

⑧北花山

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



今回は福祉用具のソーシャルサービスの藤田さんです。若いのに福祉用具の知識もパソコンの

知識にも長けておられて、キーボードを打つ姿はさながら大物ハッカーのようです。（誉め言葉）

最近三人目のお子さんも生まれた子煩悩パパでもあります。 ＯＫＧｏｏｇｌｅ！

皆さん、こんにちは。私はソーシャルサービス有限会

社の藤田博之と申します。弊社は、大津市唐崎に事業所

があり、創業時期としましては介護保険が開始された

2000年から活動をスタートしております。私は2008

年にこの会社に入職し、主に山科・醍醐・東山をエリア

として営業活動をしております。

私の主業務は福祉用具専門相談員として高齢者や障害

者のお宅を訪問し、生活環境を改善すべく福祉用具や住

宅改修のご提案をさせていただくお仕事です。物を運ん

で（納めて）お終い、という仕事ではありません。“物

の力”により人の暮らしにどのような影響を与えるかを

継続的に確認・評価し、不具合があれば更なる改善方法

の提案をし、対象者やその家族の暮らしを豊かにする事

が仕事になります。勿論、実施にあたっては地域のケア

マネジャーやその他専門職の方と協力して、サービス提

供を行っていくものとなります。サービスを提供する支

援者同士の連携ができなければ良いサービスは提供出来

ないということになります。

そしてもう一つ、私が取り組んでいる活動があります。

昨年から地域のケアマネジャーさん達にご協力をいただ

きながらICT活用勉強会を定期開催しております。

“ICT”はあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、IT

であればイメージができる方も多いはず。

■事例2「認知症による迷惑行為（他人の家から植

木鉢など勝手に収集する、路上で放尿等）を繰り

返すおばあちゃん」

■事例3「ケアマネジャーに通院に連れて行くよう

に求めたり、ヘルパーに本来決まっている援助内

容から大きく外れた援助を求めたりして、思い通

りにならないとケアマネ、ヘルパーの変更を繰り

返すおばあちゃん」

それぞれ課題は違いますが、いずれの事例につ

いても共通しているのが、「地域の理解と支援な

しでは生活の継続が困難」ということです。

最近はサービスも多種多様になり、事業所の数

も増えてきましたが、介護保険のサービスだけで

は住み慣れた地域での生活を継続することができ

ないことも多くあるのです。

地域包括支援センターでは様々な会議に出席した

り主催したりしています。

包括が主催する会議の中でも重要な会議に「地域

ケア会議」があります。

この地域ケア会議には今月号の最初の記事にも書

いたように学区とか、日常生活圏域といった広い範

囲で多くの関係者に集まってもらい、地域の課題を

話し合う大規模な会議と、介護保険のサービスだけ

では解決困難な個別事例の課題解決に向けて話し合

う小規模な会議があるのですが、今回はこの小規模

な「地域ケア個別会議」について報告させていただ

きます。

最近は専ら地域のケアマネさんからの要請に基づ

いて開催することが多くなっているのですが、これ

までどんな事例が挙がったか、個人が特定されない

ように若干の脚色をしながら本年7～8月に開催さ

れた個別会議の概要を紹介します。

■事例１「おじいちゃんへの愛が過ぎるあまり、女

性のヘルパーやケアマネジャーの訪問を拒み、また、

思うように介護を受け入れないおじいちゃんに対し、

怒鳴ったり叩いたりしてしまうおばあちゃん」

次はこれを読んでいる

あなたに出席のお願いを

するかもしれませんが、

その節には何卒協力して

くださいますようお願い

いたします。

地域のみなさんとリレートーク地域のみなさんとリレートーク地域のみなさんとリレートーク地域のみなさんとリレートーク

ICTとはIT（インフォメーション・テクノロジー）にC

（コミュニケーション）を加味したテクノロジーの新し

い概念です。つまり情報を得るためのテクノロジーから、

一歩進んで活用する手段（＝コミュニケーション）を提

起した考え方なんですね。家族や友人とはスマホでLINE

やFacebookなどで写真や動画を送り合ったり、色んな

ことが簡単に共有され、便利さを享受されている事かと

思いますが、このようなテクノロジーは介護業界の中で

はほとんど使われておりません。多くの介護支援者が連

絡を取り合う手段は電話・FAX・郵送等といった旧態依

然とした方法から抜け出せられずにいます。多職種協働、

業務効率化、ペーパーレス化、人材育成にストレス管理

等蓄積された課題の解決はICTの活用なしでは難しいもの

です。私はこういったICTを活用する意義や方法を提起す

る勉強会を開催しております。先にお伝えした福祉用具

のお仕事でも多くの支援者とスムーズに情報共有できる

事がより良いサービス提供に繋がるのだと私は考えてお

ります。

ICTの事でも福祉用具の事でもお困りごとが有りました

ら藤田までご相談下さい。すぐにお答えします！ねぇ、

Google先生。



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。


