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中軸地織 �包括もシター �轄よIl 

「敬老9日」

「敬老の目」は、兵庫県のある村で行われていた敬老行事が始まりだ

と言われています。時期的に農作業が暇な時で、かつ気候が良いことか

ら、9月15日に老人を集めて、会を開催しました。その後兵庫県全体

に広がり、全国に広がっていったようです。

「老人を敬い、長寿を祝う日」と磨り、1965年に国民の祝日として制定

されました。

今年は9月18日が「敬老の日」です。多摩市では、9月23日にパル

チノン多摩で、「長寿を共に祝う会」が行われる予定です。また、9月

は、「認知症を知る月間」として、あちこちで、講演会などの催し物もあり

ます。

福祉事や、永山地区でお会いする、皆さまは大変元気です。「自分

でできる事は自分でやる」という意識や、さりげなく見守り、出来ないとこ

ろを支えあう姿を拝見することが多いです。自助、共助の緒神があふれ

ています。しかし、頑張りすぎないことも大事です。

困り車があれば、各地域の地域包括支援センターにご相談下さい。

中部地域包括支援センター　淵野純子
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i糖種事からの粛嚢中
；福祉部まNPO法人として会員制をi
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11000円です。4月から新しい年度とi

lなります。会費の細入をよろしくお願い！
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lす。「福祉亭応援団」として、ご参加いl
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I　先月には福祉車が夏休みをいただ！
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1も骨休めの機会を頂戴したものです。l

夏、35度の真夏日の厨房では40：

：度を超す猛暑の環境とな脂す。こうし；

！たポラさん方には感謝・感謝の言葉し－
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；ご利用者の皆さまのご意見・つぶや；

；きをこの櫛に募集してます。福祉革に－
，対する苦情、注文、なんでも結構で；

；す。皆さまの居心地の良い居場所となi
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福祉事からの眺め31回「人生の達人たち」　　山川暁 

．暑い夏を乗り切って、秋を迎えました。秋は実りの季節であり、また収穫の季節とも言われています。本来は嬉しい季 

節であるはずですが、日本を囲む世界の政治情勢を見るとき、必ずしも手放しで喜べるような状態にはなく、むしろ不 

安を覚えさせられているのがこの秋です。 

とはいえ、福祉事に足を運んで下さるお客さんは敗戦からの72年をたくましく生き抜いてきた、いわば人生の達人でも 

あります。72年前め日本は丸裸でした。住む家も、また食べるものも充分にはなかったのです。そうした苦境の中から日 

本を再建してきたのが福祉串のお客さんであったと言えるのです。これからの日本を背負っていく若い人たちはこうした過 

去の歴史を知りません。ですから、福祉事に足を運んでくださるお客さんから、若い人たちに善境を乗り越えて来た、人 

生の歩み方の秘訣を伝授してもらいたいと願っています。 

7月18日に聖路加国際病院の名誉院長の日野原婁明さんが105歳で天寿を全うしました。日野原さんは人生の 

達人を絵に描いたような人であったと思います。私は昨年の11月に日野原さんに会う機会を与えられています。日野 

原さんのお父さんは牧師で、お父さんが建てた教会が埼玉県の上尾市にあります。私の親しい友人がその教会・日野 

原記念上尾栄光教会の牧師に就任したのです。11月13日の就任式で日野原さんと会ったのです。車椅子には乗っ 

ていましたが、日野原さんはとても元気で、お祝いのスピーチも素晴らしいものでした。 

日野原さんは1970年に起きたよと号ハイジャック事件に遭遇しています。この事件で目野原さんは人生観を大きく 

変えられたそうです。それまで名声を求めて生きて来た生き方を、これからは他者のために生きようと思うようになったそう 

です。日野原さんの生き方は誰にでも真似できるとは思いません。しかし、日野原さんのように名前を知られていない無 

名の人の中にも、他者のために生きている人はいるのではないでしょうか。もしかしたら福祉事のお客さんの中にも、他者 

のために生きて来た方がおられるかもしれません。 

そして、福祉章も他者であるお年寄りのために存在しているお店です。地域に暮らすお年寄りの役に立ちかとして設 

立されたのが福祉事です。スタッフの一人として、私はそのことを来店しくださるお客さんに理解していた璃すればと願って 
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今別ま。かんじ鍍灸院の柳原幹治です。

今月は誰しも体験している「頭痛」についてです。

頭痛はよくある病気です。肩こりからも起こりますし、

飲み過ぎ寝不足でもよく起こります。よくあるといって

放っておくと命に関わる恐ろしい頭痛もありますので

ご注意ください。では、よくある頭痛と命に関わる恐

ろしい頭痛をどのように見分ければいいのでしょう

か？

頭痛には大きく分けて、一次性の頭痛、二次性

の頭痛があります。一次性の頭痛はいわゆる普通の

頭痛で、二次性の頭痛は脳などの病気によって引

き起こされるものです。“一次性の頭痛

主なものは、「片頭痛」。スキンズキンと痛むもので、

顕の片側に起こることが多いです。吐気を伴い、光

や音に敏感になります。前兆があり、視野の中心か

らキラキラとするものが見えてから頭痛が起こります。

「緊張型頭痛」

肩こりなど筋肉の緊張に伴う頭痛です。ストレスや

疲労などによる影響が多く、血行の悪い人にも見ら

れます。

「群発頭痛」

強烈な痛みで、目の奥が痛みます。ある期間に集

中して起こり男性に多いのも特徴です。

いずれも痛みが強くても怖いものではありません。で

は、二次性の頭痛はどんなものでしょう。代表的な

ものはくも旗下出血です。今まで経験したことのない

突然の激しい頭痛、吐き気や嘔吐、意識を失うこと

もあります。そのほかにも脳が問題で起こる頭痛があ

りますので、次のことにもし当てはまることがあれば、

二次性頭痛の恐れがあります。

・突然の激しい頭痛で、経験したことのない痛み

・時間とともに痛みが増していくもの

〃痺れや麻痺など神経症状を伴う頭痛

・精神状態の変調を伴う頭痛

・高熱、嘔吐を伴うもの

“高齢になって初めて起こった頭痛

以上のような頭痛でしたら、病院に行って下さい。そ

れ以外の一時性頭痛には、鍼が効果的ですので、

当院にご相談ください。

お断り：8月号でつづくとしましたが誌面の都合で

割愛させていただきました。すみませんでした。
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一、とすぐにおわかり（こなると思います。　　　書

誌鴛霧窯業嵩諾；
を主題歌として歌っていましたね。

叢諾討議器諜藍；
た歌手です。　　　　2017．8．25
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手暮クラブ 10鴫一 �霊減さんの 、iii怒潔‾線 ��9 

舗 菰‾iIi �＼も 　‾聖餐二 一∴∴∴∴ �����pc 

＿∵∴∴∴ �i証言、灘 �8番・糖種 �10鴫30分－ 

÷ン　三二 ���二一十∴∴∴ 1 ��14照一 介意予防傭複 14照一 �のんびり おしゃべり賓濃 

3　i　　4 ��5 �6　　　「iiF∴i ��8　　i �9 

休東　　田番・糟糠 ��義教裏書 �いきいき事葉 �i8番・糖種　　ハンドマッサージ ��青書虞真定 
i i i i i i 璽 i i �14鴨－13鴨30分一 介車軸体操！ ��車簾10鴫30分－14鴫一　　　14照一　　　－ ���11鴫－ 

8番・糟糠 �　　！ のんびり �介裏手購傭縄　簾高相糠 
14鴫一 ��14鴫－　　！ �14時～ 

14椅30分一世聾指圧 ��近事さんの網離日　おしゃべり交濃 ��山鵬んの‾　常鶴しマツサ‾ジ 

i �17鴫－ ！∴∴喜 �15鴫‾　　　艦措鴫～ 　　　i14鴫－ ���i14鵬～ ！ 

10 �11 �室　　12　！ �13 �14 �昌　　15 �16 

傭禦 �若人義 介意予断傭継 �‘後事鷹番　　いきいき軍費 ��購こえ �手蔓クラブ �サンド偶葉蘭 
13鴫30分－ �真幸サロン �10鴫30分一ilO鴫～ 

ことも蓋び会 �14購30分一 ��13鴨30分－ �t8番・持鱗 �8番・持鱗 

13龍一　8番・持糠　　　　　　　　潤基・網棚 ����14鴫～ のんびり おし●べり交濃 �14照一　　　16精一 

14鴫～　　幽霊糟瞳　騰鴫～ �����介細事肪傭蝿 
ペン書手 15購一 �17鴫～　昌 　　t 　i � ��14鴫－ � 

17 �18 �19 �20　　　　　　　21 ��22 �i23 ！祝日 
「藤葉 �i　祝日 �義教裏書 �若人豊　　　　　田基・糟糠 ��8番・持糠 

競薯の日 �13購30分二 間縦雪 17韓日 �車競10鴫30分－ �14鴫－ �14鴫一　　　　　　体篇 

「構築 i i 竃 ��8番・持標 14鴫一 �！介細事鵬傭糠 韓り紙萬栄‖ 

24 �25　i　　26　！ ��27 �28 �9　　　29　　i　　30 

傭葉　若人豊　　　教書面子‾‾‾‾‾‾‾‾‾丁 ���百事・蒋標 �競こえ �8番・糖種 �のんびり 

カラオケの日 �介意事購傭複 14鴫30分－ �江3鴫30分一i i ！　i �14鴫一 �ilO鴫30分一 i8番・糟糠 �i14鴫一　申べ脚 
13照一 �！8番・糟糠 ！14〇一 ペン書手 15照一 �轄韓変種 ��艦玉 江5鴫30分一 i t �i �i 

永山福祉車利用可能時間10－18時（但し、調理業務は17時でオーダーストップ）

か〃ダーの予定は多少変更があることがあります。ご了承下さい。定食は日替わりでご用意しております。

毎日の定食は日替わりのメニューで温かいご飯とおかずlこ味噌汁がついています。お召し上がり下さい。

永山福祉亭永山名店街内　　丁軋042－374－3201　永山4－2－3－104
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