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島原市高齢者等見守りネットワーク
協議会とは？

年度に立ち上がりました︒

島原市高齢者等見守りネットワーク協議会
は平成
島原市地域包括支援センターでは︑島原市
福祉事務所とともに当協議会の事務局を
ヶ所の見守りネットワーク委員と

行っています︒
現在
ヶ所の連携協力・協定事業所があります︒

ネットワーク委員︑連携協力・協定事業所
のみなさんと年２回程度集まり︑協議会の
運営や情報交換を行っています︒

おかえりネットワークについて
見守りが必要な方︵認知症の方や行方不明

◎温かく見守る地域の
仕事マンを募集しています！

巡回されるような業種の方はいませんか？

日頃より高齢者の方と接することの多い業種

じめ登録しておきます︒

日頃の業務の中で﹁ちょっと気になる﹂とき

になるおそれのある方︶の名前や特徴︑写

実際に行方不明になったら︑関係団体に情

に島原市福祉事務所または島原市地域包括支

の方や市内を

がお互いの安心感を生みます︒
報を配信し情報提供をいただき︑早期発見

真などの情報を包括支援センターにあらか

たとえば︑

講座内容としては︑島原の高齢化の現状や

のではなく︑可能な範囲で情報提供をお願

関係機関へは具体的な捜査活動を依頼する

事業です︒

に支障のない範囲でご協力をいただいている

﹁地域包括支援センターホームページより︑掲載﹂

☎0957︲65︲5110

●島原市地域包括支援センター

お気軽にご連絡ください︒

ドできます︒

センターのホームページからもダウンロー

登録用紙については︑島原市地域包括支援

さい︒

へお持ち頂くか︑当センターへご連絡くだ

記入して頂き島原市地域包括支援センター

島原市内で登録をしたい方は︑登録用紙に

いしています︒

島原市︑島原市医師会と契約を締結し︑業務

援センターに連絡をいただくものです︒

こんにちは！

に役立てる制度です︒

おはよう
ございます！
お元気ですか？

良い
お天気ですね

など
……
身近にできる声掛けで地域を見守りません
か︒

年度より市内各地区で見守り講座を

地域をみんなで見守るために
平成

見守りネットワークとは︑地域の皆さんで
認知症についての講話や声のかけ方の寸劇

見守りネットワークとは？

高齢者等を見守り︑何か気がかりなことを
を見ていただきます︒

開催しております︒

感じたら︑相談機関に連絡して高齢者等を
支えるしくみのことです︒

その後︑実際に参加者にも気になる高齢者
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地域で気になる方を見かけたときに︑細か

特別養護老人ホーム

〒855-0824 長崎県島原市白山町２６

島原市秩父が浦町丁3552番地

島原市坂上町 7543-1

大村市杭出津三丁目 395 番地 7

〒855-0807 島原市白土町 1111

南島原市深江町丁4621-3

島原市大下町1313

役の方に声をかけていただき︑声かけ模擬

ホームページへアクセスできます。

特定・総合建設業

真光寺

く聞いたり︑プライバシーに踏み込んだ内

河 原 郁 夫

訓練を行っています︒

コードを読み取ることで、携帯版

診療科目 歯科・小児歯科

秩父が浦荘

県 南 地 域リハビリテ ーション
広 域 支 援 セン ター

院 長

容だと﹁監視されているのかな？﹂と警戒

携帯のバーコードリーダーで QR

植木歯科医院

社会福祉法人 秩父会

内科・胃腸科・放射線科・消化器科・呼吸器科

かわはら内科・胃腸科

されてしまうことがあります︒

・ダウンロードページURL
http://www.simaisihoukatu.com/cont2/5.html
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適度に距離を保った﹁さりげない見守り﹂

▲SOS おかえりネットワーク申込用紙
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長崎では﹁長崎くんち﹂が全国的に有名だ︒

十月と言えば各地で秋祭りが開催される︒

●〜秋祭りによせて〜

れた︒

の演奏︑天草四朗選彰式がとりおこなわ

銘打って︑オープニングに﹁不知火太鼓﹂

げた︒午後からは﹁不知火奉納舞台﹂と

その他︑毎年パレードで参加している可

今年も﹁龍踊り﹂や﹁コッコデショ﹂等で

ショートステイ ＨＡＰＰＹ ＬＩＦＥ

…
じりが下がり︑シャッターを押す方も多

● 一足 先 に
例年︑十二月から色とりどりの電飾で賑わいを 大変な盛り上がりを見せた︒
見せているイルミネーション︒今年は十月一日 ﹁秋祭り﹂は収穫の秋を祝い︑遠い祖先の昔
から身近なところにある氏神に感謝する神
数いた︒やはり︑毎年の祭り︑皆が楽し

てしまいます︒また︑生き物だけでなく栗の木

とても微笑ましく利用者様も思わず笑顔になっ

飼われています︒餌を求め駆け寄ってくる姿は

昆虫もたくさんいます︒さらに親子の羊も二頭

しているとそこにはバッタやカマキリといった

光景はまるで大名行列のようです︒裏山を散歩

この時期は散歩に参加され︑大人数で歩くその

普段はあまり散歩には参加されない利用者様も

裏山に散歩に出掛ける事もしばしばあります︒

きたい︒﹂という要望も多くこの時期は館外や

も日中︑過ごしやすくなったせいか﹁散歩に行

もその景色を感じることができます︒利用者様

モスといったものがあります︒野の花の周りで

ました︒秋の景色には紅葉やすすきそしてコス

葉も綺麗に色づき︑すっかりと秋の景色になり

いかがお過ごしでしょうか︒野の花では木々の

季節の変わり目になり少し肌寒くなったこの頃

●秋の散歩

かして利用者様のたくさんの笑顔と思い出

日には散歩だけではなく車でお出かけなん

という声も聞かれました︒また天気のいい

満足げな表情で﹁また散歩に行きましょう︒﹂

た後︑利用者様からは﹁美味しかった︒﹂と

秋といった感じでした︒美味しくいただい

りも美味しく感じられたようで正に食欲の

懸命になって拾ってきた栗だけにいつもよ

た栗は﹁栗ご飯﹂にして食べました︒一生

験からか器用に皮を剥いていました︒剥い

闘しました︒それでも利用者様は長年の経

固い栗の皮はとても剥き難く職員は悪戦苦

た後は館内へ持ち帰り栗剥きをしました︒

夢中になって栗を拾い集めていました︒拾っ

ただ︑利用者様は懐かしさもあいまってか

棘が刺さらないよう注意して集めました︒

ある栗の実は拾い集めるのも一苦労で鋭い

の実を利用者様と一緒に拾いました︒棘の

地面に落ちています︒その大きく実った栗

きな実をつけ丁度食べごろになったものが

愛い幼稚園児のマーチング等の演舞に目

祭りと言われている︒神前に供えるお供え

島原の冬の風物詩といえば﹁島原ウィンターナ

より開催されている︒
みにしているようだ︒

一年間︑その地区を守って下さる︒

五日には御のぼりと言う形で戻られ︑また

する︒とても︑厳粛な中で執り行われ︑十

時は町内でおもてなしを行い︑神様に感謝

白い紙が下げられ︑軒につるされる︒その

神様が通られる道には綱に御幣と呼ばれる

内をお払いをしながら回られる︒その際︑

にある神社より神様が御くだりされ︑地区

さて︑我が島原でも十月十三日に︑各地区

れている︒

を讃え︑神を喜ばす神事と余興が執り行わ

物も︑山の幸や海の幸を備え︑神々の功績

イト・ファンタジア﹂︒島原外港緑地公園内に
設置されているイルミネーションはとても華や
かだ︒十万球以上のライトを使用し人気のキャ
ラクターからトナカイや白鳥などの動物を演
出︑遊園地から動物園までを一気に訪れた様な
仕上がりになっており圧巻だ︒島原を観光で訪
れた方が一度は目にしたいと足を延ばすほどの
イルミネーション︒インターネットでの人気度
も県内３位と上位にランキングしている︒設置
されている動物などはどれもこれも一から手作
りで作られている︒そんな話を聞けば︑益々行っ
てみたくなる︒このイルミネーション︑もとも

毎年︑本場徳島県阿南市から参加している

会﹂には︑主催の﹁島原不知火連﹂は元より︑

実施された﹁しまばらガマダス阿波踊り大

りとなるのでは？と思われたが︑午前中に

パレードやミス島原の中止と少し寂しい祭

今回より︑内容をリニューアルして︑市中

十六日に執り行なわれ三十七回目を迎えた︒

毎年︑賑やかに行われており︑今年は十月

と普賢岳噴火災害からの復興を願って始められ さて︑島原には厳粛な秋祭りと同じ時期に
たとの事︒恋人同士が願いを込めて鍵をかける ﹁不知火まつり﹂が実施される︒こちらは︑
ロマンチックアーチや︑触ると幸せになるとい
うハートストーン︑家族でもカップルでも楽し
める素敵な空間となっている︒
また︑上段から眺めるイルミネーションはとて
も幻想的だ︒あたたかな光で人々の心を魅了す
る︒
今年もまた冬が来た︒
夜の道を走る車内では昔を想い出したように
皆様が会場に花を添えた︒今年は地元の一

﹁懐かしい︒夜遊びばしよったな﹂と会話が弾む︒ ﹁ささゆり連﹂西海市より﹁うずうず連﹂の
冬は寒いが︑このイルミネーションに皆︑心が

や楓もあり︑赤く色づき始めた紅葉を見て利用

を作っていきたいと思います︒

笑顔がこぼれる︒毎年お世話になっており︑
今年の梨もみずみずしくて甘く何個もいけ
︒
そう …
その後︑皆さん思い思いに梨を見定め購入︒
孫や子供へ送る用︑千円分︑何個入り︑何
キロ分 …
と選んでいく︒山口梨園の方も手
慣れた様子で対応して下さり助かります︒
︒そして︑車の
…
荷台ギリギリ程たくさん購入し︑満足そう

購入後も試食は止まらず

に帰途についた︒
その後も︑購入した梨が美味しかった︑送っ
た先の孫が喜んでくれた等の声がたくさん
聞かれた︒また︑来年も行きましょう！
十二月には︑買い物等の外出はもちろんで
すがクリスマス忘年会︑クリスマスに関し
た制作︑グループホーム野の花での餅つき
等を予定しています︒

十月十五日〜十二月十七日にかけて毎週土

●生きがいづくり教室
曜日︵計十回︶の十三時三十分〜十五時三
十分までデイサービスセンターしまばらの
健康村にて第一期の﹁生きがいづくり教室﹂
を開催している︒
前回の教室の参加者が引き続き多く参加し
て下さっており︑初回から元気に盛り上が
りをみせている︒合間では談笑したり︑お
茶もしたり世間話もしながら楽しまれてい
る様子︒
対象者は︑六十五歳以上の方で要支援︑要

家町にある山口梨園さんへ梨を購入する

十月四日︵水︶〜八日︵土︶にかけて︑有

●食欲の秋

加費は無料で︑毎回でなくても参加可能︒

ヨガ︑太極拳︑切り絵︑脳トレを予定︒参

腔の健康についての講座︑音楽療法︑笑い

健康体操︑健康増進等の教養講座︑歯や口

実施内容としては︑介護予防を目的とする

介護の認定を持っていない方︒

為︑

第二期︵平成二十九年一月十四日〜三月十

外出した︒毎年希望者が多く︑﹁今年も梨

いざ梨園へ
…

デ イサービ スセンタ ーしまば ら
デイサービスセンターしまばらは︑平成十

●デイサービスセンターしまばら
八年四月に開所し現在に至ります︒
場所は︑宇土のそうめん流しをさらに上に
登った江里町のグループホーム野の花と同
敷地内にあります︒四方を緑に囲まれ四季
を身近に感じる事ができる自然豊かな場所
です︒
デイサービスセンターしまばらには︑敷地
内に﹁健康村いきいきサロン﹂というリハ
ビリ施設があり︑トレーニングマシーンや
電気治療機器を備え︑利用者様にリハビリ
に取り組んで頂いております︒常勤の理学
療法士を配置し個別での機能訓練も実施し
ております︒
食事では栄養士による栄養バランスのとれ
た献立で手作りの食事を日々提供していま
す︒地元で採れた季節の野菜や旬の物を使
用した食事の提供︑利用者の疾病に応じた
食事の提供もおこなっています︒
浴室は大浴場を完備︒外庭はリフォームし
純和風の作りとなっています︒外を眺めな
がらゆっくりくつろいでいただければ幸い
です︒歩行に自信がない方︑困難な方でも
湯船に浸かることができるようリフト浴も
設置しており安全に入浴ができます︒
また︑その他の過ごし方として館内には喫
茶室を設けており︑ゆっくりコーヒー等多
数のドリンクを提供しています︒カラオケ
室もあり︑毎日最新の曲を歌うことが可能
です︒一人カラオケもよし︑好きなだけ歌
うことができます︒横になりたい方には畳
の間に布団も用意してあり︑いつでも休む
ことができます︒テラスもあり︑外で体を
伸ばしたり︑日向ぼっこをしながら椅子に
座り他者と談笑したりと思い思いの時間を

到着するとすでに梨がたくさん切ってあ

ん聞かれていた︒

ビスセンターしまばら中村までお願いします︒

か？お問い合わせや申し込みは︑デイサー

に生きがいづくり教室へ参加してみません

ぜひ︑興味のある方はご友人を誘い︑一緒

八日︑同じく土曜日開催︶の参加者募集中︒

り︑試食ができる︒デイサービスからは少

厨 房 だ よ り

し距離があり︑疲れた様子の利用者様にも

園に行くとやろ﹂︑﹁あそこんとは︑うまい
過ごす事ができます︒
毎月︑予定を組み季節ごとの花見等︑外食︑ かもんね﹂と希望の声が早い内からたくさ
買い物︑地域での行事への外出も行ってい
ます︒館内でのレクリエーションでは体を
動かす健康体操やネイル︑ハンドマッサー
ジ︑おやつ作り等も行っています︒外部か
らも音楽療法︑太極拳や笑いヨガの先生に
も定期的に訪問して頂いております︒
外部よりお惣菜や卵の購入が可能で︑定期
的に訪問販売もあるので特に一人暮らしの
方には喜ばれています︒
私達職員は︑御利用された皆様に毎日笑顔
で元気に利用して頂き今の状態を維持︑向
上して頂けるよう日々取り組んでおります︒
興味のある方︑御家族様がいらっしゃいま
したら見学はいつでも可能です︒紫色のユ
ニフォームを着た元気で明るい職員がお待
ちしております！

お手玉で
リハビリ

中生が出場し︑若いパワーで会場を盛り上

者様も﹁きれかね〜︒﹂と声をあげて笑顔になっ

外食デイ

躍る︒

ていました︒

)
・牛乳 …ｍｌ

『さつま芋のババロア』
● 材料 二(人分
・さつま芋 …ｇ

大
…さじ

大
…さじ 杯
・粉ゼラチン …ｇ
・砂糖

・水

● 作り方

・生クリーム …ｍｌ
・甘納豆 適
…量

100

⑦ 最後に甘納豆を飾り︑完成︒

かり冷やし固める︒

ぜながら冷やす︒器に静かに注ぎ入れ︑冷蔵庫でしっ

⑥ ⑤を氷水に当て︑トロミがつくまでゴムべらでかき混

る︒生クリームを加えてはさらによく混ぜ合わせる︒

⑤ ②に④を少しずつ加えては泡だて器でよく混ぜ合わせ

火を消して︑③を加えゴムべらで混ぜながら溶かす︒

④ 小鍋に牛乳を入れ︑中火で少し湯気が出るまで温める︒

れてしとらせる︒

③ 別の小さなボールに分量の水を入れ︑粉ゼラチンを入

えて混ぜる︒

② フォークでさつま芋を潰して︑なめらかにし砂糖を加

らかくなるまで加熱する︒

① さつま芋は一口大に切り︑水にさらしアクを抜く︒↓柔

60

80

2.5 2

裏山に植えてある栗の実も９月下旬頃から大

グ ループ ホームたけふえ

会い︑思い出話に花が咲いた︒

をさせてもらった︒応援に駆けつけた入

﹁スポーツの秋﹂今後も︑外出を通して︑

当時を振り返る︒

で︑参戦してきた︒男性チームはリオ五輪

体を動かし今の季節しか味わえない外出

●スポーツの秋

を賑わせた︑ウサイン・ボルト選手と裸の

を試みたい︒

居者様も﹁私も昔はリレーの選手やった

表現され︑それぞれ由来があるようだ︒食欲

大将を彷彿させるキャラクターに扮し︑グ

いよ︒﹂と体がうずうずした様子だった︒

の秋は実りの秋︒いわゆる﹁旬の食べ物﹂が

ラウンド内を駆け抜けた︒各事業所から︑

十月九日︑島原市市営陸上競技場にて島原

たくさん出回り︑食欲を満たしてくれる︒た

職員と共に入居者様が応援に駆けつけ︑観

市民体育祭が開催された︒今年で６１回を

けふえ敷地内でも﹁柿﹂や﹁栗﹂など実りの

客席より声援を送られる︒それに答えるべ

暑さも一段落し過ごしやすい季節になってき

秋を迎えている︒館内から中庭を眺めては﹁も

く︑選手達も﹁ランニング・ボルト﹂ポー

た今日この頃︒さわやかな風が吹き︑様々な

うそろそろ食べごろじゃない？﹂﹁いや︑まだ

ズ︒島原のご当地キャラクターの﹁しまば

お弁当を作り︑子どもや孫たちの運動会

早かよ︒﹂と入居者様の声︒この季節は誰もが

らん﹂や﹁がんばくん﹂﹁らんばちゃん﹂

迎えるこの大運動会︒島原市が合併してか

食事の時間が待ち遠しい︒

が走る姿に﹁あれは何ね？﹂と驚いた様子

ことに挑戦しやすい季節でもある︒

それから︑先日までお茶の間を賑わせ日本中

で眼を丸くする︒また男性１名を含む︑各

に駆けつけた﹁あの頃﹂を思い出した入

が暑くなった﹁リオ五輪﹂９０年代東京オリ

事業所の主任の面々からなる﹁ＮＰＯしま

居者様もいた︒久しぶりに知人や友人に

ンピックの開催を記念して﹁体育の日﹂が設

ばら主任︐Ｓ﹂のユニフォームは・・・

お正月飾り
制作

らは早１０年︒雲仙・普賢岳噴火災害２５

けられこの頃から﹁スポーツの秋﹂といわれ

懐かしの﹁体操服﹂！！場内の小・中学生

お正月飾り
制作

年事業の本大会にＮＰＯしまばら職員８名

るようになったんだとか︒当時︑一般家庭に

の熱い視線と失笑を浴びながら楽しく参加

年末お楽しみ
ビンゴ週間

1

紅白歌合戦
紅白歌合戦
外食デイ
外食デイ

お正月飾り
制作
お手玉で
リハビリ

クリスマス忘年会
クリスマス
忘年会

ツの秋などのように︑〜の秋という風に良く

白黒テレビが普及し出してお茶の間はオリン

円盤投げ
エレナ北門店へ
お買物週間

﹁秋﹂と言えば︑食欲の秋︑読書の秋︑スポー

ピックの話題で持ちきりだったと入居者様は

どこまで飛ばせるか

カードゲーム
しまむらへ
お買物週間

12
お手玉で
リハビリ

グ ループ ホーム野 の花
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