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大宮学区の防災　必要な連携を考える 
～地域団体役員さん、事業所さん、行政、
皆さんと共に～ 
　会場：デイサービスセンター虹
　日時：2019年7月13日18時30分～20時45分
　参加人数：66名

　地域ケア会議開催目的として、以下のふたつを報告
し、グループワークを行いました。
① 地域住民、地域の医療介護事業所に安否確認のツ
ールとして「安心カード」を知ってもらう。 
② 災害時効率的に安否確認を行うために地域と事業
所が必要時「安心カード登録者」の安否確認情報を連
携して報告しあうことができないか検討する。
　まず「避難計画（計画書）のシステムと現状を理解す
る」と題して「地域の避難名簿（安心カード）の説明・現
状について」　大宮学区社会福祉協議会　小川会長
より報告。

　続いて介護事業所の避難計画書について
・「個別の避難計画書」　葵会総合ケアステーション　
　居宅介護支援事業所管理者　国井様
・「事業所としての防災計画書」　渡辺西賀茂診療所
　訪問看護管理者　奥村様
・「大宮学区の防災について　一歩でも前に進めるた

めに」地域と医療介護事業所との連携における提言
「安否確認のツールの土台作り」大宮学区自主防災会
小島会長が発表されました。

　後半は8つのグループに分かれ、（1）カードの内容に
ついて意見交換（2）「安心カード」活用についての課題
（3）「安心カード」の具体的な利用方法（4）災害時安否
確認を行うために地域と事業所でできることをテーマ
に、地域の方、事業所職員、行政のそれぞれの立場から
意見交換・討論を行いました。

　「安心カード」記載方法に関する意見では、カードの
簡素化や記載必要条項・改善点が話し合われました。 
　災害時安否確認を行うために地域と事業所で何が
できるかでは「大宮学区の水害、土砂災害　それぞれ
危険な地域の安否確認を優先する」「安心カード内容
の検討の前に、もっと啓発が必要」「事業所に安心カー
ドを設置して、大宮学区在住の方に登録の協力はでき
る」「事前に自分の避難先を決めておく」「カードを自身
や緊急連絡先の方も持っておく」など意見が交わされ
ました。
　引き続き、地域と事業所で何ができるかを検討して
いくことを確認しました。防災の対策の緊急性と地域・
事業所・行政の連携が重要であることが共有できたケ
ア会議でした。 　 　 

2019年度  大宮学区地域ケア会議
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特集

　北区では，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けられるまちを目指し、様 な々取組を行っています。
今回は、その取組のひとつ、「北区高齢すこやかステー
ション」について紹介します。 　

【取組のきっかけ】
　北区の地域包括支援センターには日々、様 な々相談
がありますが、一人暮らしや高齢者二人暮らしの「物忘
れ」に関するものが半数を占め、最近は、認知症で行方
不明になってからの相談も多く受けるようになってきま
した。 　

【取組の経過】
　平成28年度から地域の役員の皆様と会議を重ね、ど
のようにすればもう少し早い段階で認知症の方に出会
うことができるのかについて、論議を行ってきました。皆
様からは「より身近な場所に多様な相談窓口が出来る
事が必要」との意見が多数寄せられました。 
　平成29年3月、より身近な場所、地域の多様な機関
が相談窓口となり、高齢者を網の目で支える取組として
「北区高齢すこやかステーション」を発足しました。同時
に「北区高齢すこやかステーション運営委員会」（構成
機関：北区内の地域包括支援センター・北区社会福祉
協議会・北区役所）を立ち上げました。 
　「北区高齢すこやかステーション」の名称は，地域の
皆様からいただいたアイデアから決定させていただきま
した。 

【北区高齢すこやかステーションとは】
　高齢者に関わる区内の多様な機関が「北区高齢すこ
やか ステーション」として登録（284箇所：令和元年8月
末） 頂き、目印として下の様なステッカーを掲示してもら
っています。

登録頂いた機関の皆様には、
①気づき：高齢者への気配り、異変の察知、
②つなぎ：情報提供，家族や支援機関へのつなぎ、
③支える：地域での見守り（あいさつや声かけ等）、
　三つの活動をお願いしています。 

【地域の皆様へのお願い】
　今後は、「北区高齢すこやかステーション」の登録機
関だけでなく、地域の皆様一人ひとりが困っている方に
気づいたら、まず、声かけ（あいさつ）をしていくことが大
切です。声かけをする時に不安な方は、地域の皆様と一
緒に作った合言葉、「どこ行くのん？声かけしよう　あん
しん帰宅（北区）」を胸に声かけ（あいさつ）をしてみまし
ょう。
　目指したいのは、北区内の多様な機関はもとより、地
域の皆様が「気づき・つなぎ・支える」関係を上手く循環
させ、高齢者の生活を網の目で支える仕組みづくりで
す。今後も住みなれた北区で高齢になっても、病気にな
っても、その人らしく楽しく暮らし続けるまちを目指して、
皆様の御協力をお願いいたします。

高齢になっても、病気になっても，その人らしく安心して暮らし続けられる北区を目指して

北保健福祉センター健康福祉部
健康長寿推進課健康長寿推進担当

係長　上領　孝枝

「北区高齢すこやかステーション」
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　便秘は日常的によくみられるおなかの症状のひとつ
ですがあまり厳密な定義はありません。毎日ちゃんとお
通じがあっても残っている感じがしたり、出にくかったり
すれば便秘ですし、逆に２日に一回でも自覚症状がな
ければ一概に便秘とはいえません。
　我が国において便秘の自覚症状のある人はおよそ5
％、そのなかでも女性および高齢者では頻度が高いと
言われています。女性に便秘が多い原因としては腹筋
の弱さや女性ホルモンの影響などが考えられ、高齢者
では筋力低下に加えて腸自身の老化に伴う反応の低
下が原因と考えられています。
　便秘の治療法としてはまず食生活を中心とした生活
習慣の改善が大切です。朝起きると腸の動きが活発に
なり、朝食を摂るとさらに腸の動きがよくなるので毎朝
決まった時間にトイレに行くのが理想的です。また、トイ
レに行くのを我慢すると腸の反応が鈍くなり、慢性の便
秘になりやすいのでできるだけ我慢しないようにしまし
ょう。
　適度な運動をすることで腸に刺激を与え、ストレスを
発散して自律神経のバランスを整えることも大切です。
十分な水分と適度な食物繊維を含んだ食事を規則正
しく摂って排便リズムを整えましょう。
　これらの生活習慣の改善を試みても便秘の症状が
残る場合は薬物治療が必要となります。相談しにくい症
状なので市販薬やサプリメントなどで自分で治療して
いる方も多いようですが、便秘のお薬の中には使ってい
るうちに効きにくくなったり習慣性が出てくるものがあり
ます。またただの便秘と思っていたら直腸癌の症状だっ
た、なんてこともあります。
　これからの寒い季節は運動量も水分摂取量も減り、
便秘は悪くなりがちです。気になる症状がある方は恥ず
かしがらずに一度かかりつけの先生にご相談ください。 

上手な便秘とのつきあい方

余診療所
余みんてつ医師

切り干し大根をポン酢、大葉、梅でさわやかな味

付けに仕上げました！

油揚げも一緒に入れると香ばしさもプラスされ、

お箸が止まらなくなるひと品です。

ごはんにもよく合いますよ♪

材料（2〜3人分） 

切り干し大根(乾燥)30g

油揚げ1枚  　大葉5枚  

梅干し1個(15〜20g)  　砂糖小さじ1杯  

ポン酢大さじ3杯

下ごしらえ
・油揚げは熱湯を回しかけ、粗熱を取ってペーパ

ーで水気を拭き取り、5mm幅に切ります。 

・大葉は千切りにします。 

・梅干しは種を取り除き、叩きます。

作り方 
1　切り干し大根は水に漬けてもみ洗いし、水を

変えて20分ほど浸けて戻します。水気を絞り、

食べやすい大きさに切ります。 

2　ボウルに①、油揚げ、大葉を入れて混ぜ合わ

せ、砂糖、梅肉、ポン酢を加えて和えます。 

3　清潔な保存容器に移し、冷蔵庫で保管してく

ださい。ついつい食べちゃう！大葉香る切り干し

大根※2,3日を目安にお召し上がりくださいね。

コツ・ポイント 
切り干し大根は水気をしっかり絞ると味が馴染み

やすくなりますよ。また、お好みでみょうがを入

れると、よりさっぱりとした味に仕上がります。

ついつい食べちゃう！
　大葉香る切り干し大根

便秘解消
レシピ♪
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　紫竹学区に越してきて、早いもので19年になります。
民生児童委員のお話を頂いた時「そんなに大変ではな
いですよ」と伺い、簡単に引き受けてしまいました。しか
し実際は地域の方 と々の交流以外にも、月1回の定例
会や研修、講演会、地域の行事など様々な活動があ
り、慣れるまでは必死でした。大変ではありましたが、パ
ート勤めをしながら自分の出来る範囲で務めて参りま
した。
　当初は先輩の民生さん達から言わ
れた事、お願いされた事を行うだけで
精一杯でした。そんな私も昨年12月
で丸3年が経ち、現在は2期目を迎え
ております。 
　これは私事ですが、若い頃から両親と離れて生活し
てきました。実家に帰るのはせいぜい年2回。特に結婚
後は、家族との生活が忙しく、帰省出来ない時期もあり
ました。両親が元気な内は良いのですが、病気になっ
た時は大変です。夜行バスで実家へ向かって親の世話
をし、その日の夕方の便でとんぼ返りすることもありまし
た。両親は他界しましたが、もっと長い時間そばにいて
あげられたら良かった…と今では後悔が残っています。
このような思いもあり、両親への恩返
しの気持ちで、現在はグループホーム
の入居者さん達に食事を作る仕事を
しています。
　民生委員としてはまだまだ知識不
足ではありますが、皆さまからのアドバ
イスを頂きながら、これからも私なりに地域の方 の々お
役に立てればと思っています。これからも笑顔で頑張り
ます！

　いつも元気な笑顔を見せて下さる橋場さん、亡きご
両親への思いを胸に、今後も民生児童委員として、ま
すますのご活躍を期待しております！

　もう70歳も過ぎて・・・ ふとふりむくと、民生委員をさせ
て頂き13年目を迎えようとしています。
　当時は、支援活動に携わったこともなく何にも知らな
く、少し関心があった程度でまさか自分が民生委員をす
るなんて思ってもいませんでした。民生委員は、広い範囲
を支援者の対象としており、地域全体を見守る立場で
す。小さな気付きを大切にする、きめ細やかな仕事です。
　これまで皆に支えられながら、ま
た先輩に教えてもらいながら、地域
包括支援センターの協力もあり、な
んとか乗り越えられています。年配
の方 と々話をしたり、相談にのった
り・・学区以外の方達との交流もあり、楽しいこともたくさ
んあります。多くの人が私の前を通り過ぎ迷惑をかけて
いるのですが、自分の人生、地域の皆様と関わりをもっ
てこれからも過ごしていきたいと思っています。 
　私事ですが、私には100歳目前の父がいました。様々
な職種の方にお世話になり、療養型施設で最後を過ご
しました。家族同士の交流会もあり教えられることがたく
さんあり、しんどかったなぁ・・と、今思います。昨年末父を
見送り、身も心も軽くなり、父の介護に一生懸命向き合
ってきたことを糧にして、またその思い出を振り返りなが
ら、民生委員としての課題を一つずつ勉強しています。 
　民生委員をしていて良かったなぁと思うことは、どんな
課題、現状におかれても、同じ地域役員の仲間や包括支
援センターの人たちと一緒になら、どん
なことも楽しく笑顔で越えていけると感
じられることです。しんどい仕事だとは
思わないように、誰かの力になれるよ
う、これからも常に笑顔を大切にして
「いつでも相談してね」と活動していき
たいです。

　河本さんは、馴染みの地域にある医院で30年お勤め
されてきました。当時の繋がり、関わりが活動のなかに生
きてきたと話されています。河本さんの笑顔はどんなとき
も優しく、温かさを感じます。私たち包括の職員も、河本さ
んのお力に何度も助けられ、励まされてきました。 
　どうぞ、これからもよろしくお願い致します。　

ここにこの人あり
　地域の世話役さん登場

包括支援センターの専門職が地域の方にインタビューしています。

紫竹学区　民生児童委員

地域の方々のお役に立てれば…

待鳳学区　民生児童委員

橋場　明美さん

地域の方々のお役に立てれば…

橋場　明美さん

河本　加津恵さん

これまでの活動をふりかえって

河本　加津恵さん

これまでの活動をふりかえって

聞き手：浪江　恵

聞き手：藤田　光里
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ご長寿さん特集

F・Sさん
大前　愛子さん大前　愛子さん

老人福祉員の仲間とともに老人福祉員の仲間とともに

大宮学区・老人福祉員 （96歳）

　鳥取県で生まれ、5人兄弟の唯一の女性として育ち
ました。ご両親の勧めで結婚し、戦争中は3年ほど満州
で過ごされます。困窮の中で子供を授かりますが、腸炎
で亡くすと言う辛い経験をお持ちです。戦後日本に戻ら
れ、満州でご縁があった方からの勧めで、事業を始める
ためにご夫婦で京都に出てこられました。ご主人と二人
三脚でお商売を始め、その後は3人の子供に恵まれ、家
庭に入りご家族の生活を守ってこられました。今のご自
宅には60年余りお住まいです。
　若いころからとても多才で、お煎茶の教室に通い、教
授の資格を取りハワイやボストンにお茶を立てにいか
れた事もあります。洋裁や編み物も得意で、ご家族様へ
たくさんの作品を作ってこられました。またご主人の勧
めで倫理に関するお勉強会に参加したり、俳句や俳画
なども楽しまれ、たくさんのご友人に恵まれました。
　一方10年ほど前には最愛のご主人、長男さん、次女
さんが続けて他界され、深い悲しみから抜ける事がで
きなかったそうです。昨年は股関節を骨折され、入院し
て手術を受けましたが、意欲的にリハビリを行い自宅に
戻ってこられました。今は週一回訪問リハビリを受け、
家の中は歩行器で歩くことができ、お一人暮らしを続け
ておられます。他区にお住まいの長女さんが週に2回宿
泊されて家事や受診などご支援されています。
　ご自身の歴史を振り返り「晩年は良い友達に恵まれ
て幸せだった」とおっしゃっています。また「娘に迷惑を
かけないように自分でできる事はやりたい、社会にも何
か恩返しがしたい」と、できる範囲での募金活動をする
など社会貢献もされています。
　書き切れないほどの貴重なお話を一生懸命話してく
ださいました。募金活動は亡くなられた次女さんがされ
ていたそうで、その気持ちをつないでいらっしゃいます。

　前向きでひたむきなＦ様、今後も、ご家族の思い出が
いっぱいのご自宅で、長女さんと二人三脚でご自身らし
く過ごせますように。

　私の老人福祉員の活動は足掛け４年目に入りました。 
大宮地区には、現在、７０歳以上で一人暮らしの高齢の
方々が約２８０名住んでおられます。地区の老人福祉員
は１０名ですので、一人当たり３０名前後を担当すること
になります。
　高齢化や核家族化が進む中で対象者はますます増え
ていくのが現状です。活動の内容は安否確認や相談活
動などに、１か月１回の割合で巡回をしています。 
　初め老人福祉員をお受けしたときは業務の内容が分
からなかったのでどのようにお話をし、接していけばよい
のか、またそれを受け入れてくださるのかが心配でした。
巡回する高齢者の皆さんは私たちの先輩ですので、敬う
心を持ってお話しするよう常に心掛けています。
　最近では、高齢者に振り込め詐欺の被害が多く出て
いますので、これらの話題を提供し、詐欺に会われないよ
ういろんな手口をお話しして注意喚起などから始めてい
ます。 
　このように、時の話題を見つけて
話を進めるとともに、訪問回数が増
えていくと、心を開いてくださり「い
つも訪問、有難うございます」と、お
言葉をいただけるようになりまし
た。ついつい長話をして相手様に御迷惑をかけているの
ではないかと危惧することもあります。
　老人福祉員だけではできる範囲が限られてきますの
で、民生児童委員と各種団体との連携が大事だと考えて
いて、大宮社会福祉協議会が開催される行事などに参
加をしています。ほっとかへんでカフェや会食会のお手伝
いをはじめ、運動会、いきいきフェアの参加依頼や布団
丸洗いの希望を聞くなどのお手伝いもしています。また京
都市から要請のある研修会に参加し、地域包括支援セ
ンターの活動も知りました。 
　老人福祉員と地域包括支援センターとの連携が大切
だということがよく分かり、その実例を紹介します。「手術
をされる高齢者の方があり、退院した時に一人だと不安
だという相談を受けセンターにおつなぎしたところ、退院
後どのような支援を望んでおられるのかを聞き取ってく
ださり、ヘルパーさんなど的確な支援をしていただきまし
た。先日、伺ったときは退院当初で少し痩せておられまし
たが、体重が戻ってきて、少しずつ回復されてきている姿
を見て安堵することができました。」
　このように連携することによって老人福祉員の業務の

一つが達成されたかなあとも思っています。大宮老人福
祉員は何事も相談をしながら進めています。民生児童委
員さんとは、変わったことがあれば連絡し、問題を共有し
ています。
　経験も浅く、まだまだ分からないことばかりですが、一
つ一つ学ぶことによって活動に生かしていきたいと思っ
ています。 

聞き手　中村　直美
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　紫竹圏域の居宅事業所による研修会を7月17日に
サテライト今宮の会議室で開催しました。紫竹地域包
括支援センターと11事業所のケアマネージャー総勢
35名集まりました。

　今回は事例が多制度利用ケースという事で、ミニ講
義とコラボしました。「生活困窮者自立支援制度」と題し
て、京都市保健福祉局生活保護課の本田様と辻様に
講義いただきました。
　生活保護に至らない、経済的課題や借金を抱えてい
る人、その家族に寄り添って一緒に解決に向かって支
援してくれる部署です。

　事例1は「認知症の夫、脊柱管狭窄症の妻　トイレ
頻コール、限度額オーバー、夫が疲れ手が出そうになっ
ているケース」多重問題を抱えたケースですが、自宅で
生活を続けたいとい気持ちに寄り添い行政とも掛け合
ったケアマネの行動力に敬意を表したいと感じた事例
でした

　事例2は「高級生地に囲まれて！」こだわりは強いが
判断力は低下している方の支援で、クーリングオフや後
見人制度についての対策が話し合われた事例でした。
　事例3は「ガイドヘルパーと老いらくの恋?」では、ガイ
ドヘルパーさんに恋をしてしまったケース。ケアマネとし
てどう対応すべきか悩みます。できることできないことを
はっきりさせる事は大事だと感じた事例でした。

紫竹圏域居宅事業所研修会
2019年7月

～多制度利用ケース事例検討会～ 

　ミニ講座では「生活困窮者自立支援制度」ということ
でお話をして頂きました。「断らない相談」まずは、困り
ごとを聞いて、課題を整理して、活用できる社会資源へ
と繋いでゆく「伴走型の寄り添い支援」と考えているこ
と。

　最後のセーフティーネットである生活保護制度及び
生活保護に至る前の段階での自立を支援する生活困
窮者支援制度により、生活に困窮する方に対して、重層
的なセーフティーネットを構成しています。
　特に「8050問題」については昨今増加しており「引き
こもり問題」に対する相談窓口については事例をあげて
丁寧に説明していただきました。孤軍奮闘しがちである
なか、ケアマネだけがその方の人生に責任を負うので
はない。協力関係を築きあうことの大切さを確認できた
と好評でした。
　ミニ講座については今後も継続して企画していこうと
思っています。



　当センターは、北区で介護予防を普及啓発するため
体操教室や栄養・口腔教室などを開催しています。
　笑顔で楽しいと感じる時間や場所は、気持ちの充実
と安心を与えてくれます。「時間」「空間」「仲間」、この３
つの「間」は、健康を保つために必要な条件であり、心
休まる居場所につながります。

　「できるだけ人の世話にならんよう予防のために体
操しよう！」と考える人もいらっしゃるかと思います。しか
し、気持ちと身体が走りすぎて、突然しんどくなることは
ありませんか？運動習慣を長く継続するには、心と身体
へ適度なブレーキをかけ、安全に運転することが必要
です。
　心の疲労は身体の疲労として現れるので、運動効果
を高めるには休養も大切な時間です。心と身体が休養
できる「空間」と「時間」が確保できているかを振り返
り、無理のない健康づくりで１年過ごしましょう。

問合せ先：京都市北区地域介護予防推進センター
ＴＥＬ：075-494-0323 

京都市北区地域介護予防推進センター

「時間」「空間」「仲間」、この３つの「間」は、
　健康を保つために必要な条件
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　いま、少子高齢化や単身・少数世帯の増加に伴い、
日常生活に何らかの困りや不安を感じられたり、生き
がいを失い孤立を感じておられる高齢者も少なくあり
ません。そのような中で、住み慣れた地域で笑顔で暮ら
し続けるために、日常生活を身近な方々で見守り支え
合い、人と人とのつながりの輪をひろげる「地域の支え
合い活動」の充実が求められています。

　京都市では、平成28年5月から京都市社会福祉協
議会が事業を受託し、各区に「地域支え合い活動創出
コーディネーター」の配置や「地域支え合い活動調整
会議」の開催を通じて、地域の住民団体、ボランティア
団体や民間企業等の多様な主体が生活支援サービス
を提供することで多様な生活支援ニーズに応える体制
づくりを進めています。

　地域支え合い活動は、特別な資格が必要な取り組
みではありません。ご自身の趣味や特技、経験を高齢
者の生活や生きがいづくりの為に活かしていただくこと
が、支え合い活動の充実に繋がります。 
　「誰かの役に立つような活動をしてみたいけど、私に
もできるかしら・・」 「自分の得意なことや経験を活かせ
るような場を探しているんだけど・・」 このような思いを
お持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡下さ
い。

　問合せ：北区地域支え合い活動
　　　　　　創出コーディネーター
　〒603-8143　京都市北区小山上総町３
　　（北区社会福祉協議会内）
　TEL 441-1900　　FAX  441-8941
　メール　info@kitaku-syakyo-kyoto.jp
　電話での受付時間は、平日９時～１７時

北区地域支え合い活動
　　　　創出コーディネーター

地域支え合い活動
　創出事業を
ご存知ですか？



TEL 495-6638　FAX 495-6660

紫竹学区・大宮学区・待鳳学区当センター担当地域

URL: http://kita-hp.aoikai.net/sien.php
E-mail: shitiku@mbr.nifty.com

京都市紫竹地域包括支援センター
高齢サポート・紫竹

高齢サポート・紫竹は、大宮・紫竹・待鳳
　地域の高齢者の方々の相談窓口です。
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〒603-8206 京都市北区紫竹西南町65-34 

　４月からセンター長になっていろいろ迷いや反省の
毎日ですが、楽しい刺激も一杯。地域でお仕事をする
上で、スタッフ誰もが元気で辞めずにお仕事が継続で
きること。そしてピアノ人口が多い紫竹包括。個人的に
はショパンのワルツが弾けることです。どれにしようかな
～～♪　　　　　　　　　   （センター長　小林）　

　私の本年の抱負は、娘とのピアノの連弾を成功させ
ることです。いつもは二人きりで向き合うことが少なく、
お姉ちゃんのことは後回しになりがちですが、この機会
にしっかり寄り添い息を合わせた演奏ができたらいい
なと思っています。　　　　　　（プランナー　渡邉）

　今年の抱負・・・この一年で見事に膨れ上がた「プッ
クリおなか」をへこますこと！！原因や対策をネットで検
索して日々励もうかと意気込んでます。果たして一年で
効果が出るかな～。でもこうして有言実行する方が自
分にムチ打ち頑張れると思い公言しました。
　　　　　　　　　　　　　 (プランナー　池田) 

　高齢化社会が進む中、地域包括支援センターの役
割がますます大きくなり職員一人一人が果たす役割の
重要性を感じています。充実した仕事をするためにもリ
フレッシュが大切とサイクリングを趣味に今年は小浜ま
での180ｋｍに挑戦しました。2020年は琵琶湖1周
200ｋｍに挑戦しようと思っています。50代後半に向
け、体力も衰える時期ですが、体力づくりも兼ねてサイ
クリングを続けていけたらと思っています。よろしくお願
いします。 　　　　　　　　　（プランナー　大倉） 

　非常勤になったと同時に孫守り業務を娘から依頼
され、保育所に通う生活を三十数年ぶりに送っていま
す。小さい子供と同じ感性を持ち、一緒に遊べる体力を
維持したい。今日も「うまくシャボン玉をつくる」「縄跳び
を飛ぶ」など模索しています。　 （プランナー　小畑）

　幸せなことに、日々仕事に家事に育児にと慌ただしく
過ごし、息をつくのも忘れるほどです。どんなときも、心
にゆとりをもち、にこにこと笑っていられるように「息抜
き」を意識して、前向きな気持ちで日 を々過ごしていき
たいと思います。　　　　　　(社会福祉士　藤田) 

　３か月前にピアノを習い始めました。左右の指が別々
に動かせず悪戦苦闘！でも練習タイムは至福のひと時
です。クラシックが弾ける様になり、発表会で家族に披
露できたらいいな。　　　　　　　(保健師　中村) 

　思春期の娘の取り扱いに、日々悩んでおります(笑)。
怒りんぼ母ちゃんを返上し、娘の気持ちに寄り添える
優しい母ちゃんを目指したいです。どんなに憎たらしい
事を言われても、やはり我が子はかわいいですから…。
　　　　　　　　　　　　  (社会福祉士　浪江) 

 今年も笑って1年が過ごせたらいいな・・と思っていま
す。　　　　　　　　(主任ケアマネジャー　竹村)

　焼きたてのパンが自宅で食べたくて通い始めたパ
ン教室。今年はいろんな小麦粉を使ってみたいし、パ
リッとしたフランスパンも焼いてみたいな。
　　　　　　　　　　　　　 　　(事務　山添) 

2020年の抱負

祝い海老　大宮学区老人福祉員大前愛子さん画
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