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孤立死は防げます

残念ですが、また孤独死が永山で出てしまいました。皆さん孤立死

と孤独死の違いは知っていますか？

明確な定義はない様子ですが、

「孤立死」⇒社会的に関わりが希薄で近所の関係が無く一人で亡く

なる事。

「孤独死」⇒誰にも看取られず一人で亡くなる事。

らしいのです。

孤独死は、防げないと思います。心臓の病気や、脳の病気等突然

亡くなる可能性もあるでしょう。ただ、孤立死は、関わりがあれば孤立

死でなくなります。

実際に永山で、近所で起きている事です。

今までは、元気な方が多く、何とかなっていたかも知れません、実際に

徐々に何とかならなくなってきています。包括支援センターや行政の力

なんて小さなものです。皆さんの力が必要です。

地域中部地域包括支援センター長　木下公大
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i梅社章からの粛震い；
；福祉亨はNPO法人として新たな－

；会員も募集しております。一般会員i
l会費は年剛000円ですo　　！

i r福祉亭応援団」として、ご参加い－

；軸軌は有難いです。　　：

上腕、法人の皆さまには賛助会員i
lとしてご支援をお願いしておりますoi

i　皆さまの支えiこよってはじめて地域l

：での活動ができますので、よろしくご協；

；力をお願いします。　　　：
t　一一一一一°一一〇1

；∴∴3日働糖種事　　；
l S

l　一国の首脳の言葉から役人の付1

；度が生まれ、国の基本となる統計ま－

；で操作されるこの時代、国の民主主；
t義はどこへ行ってしまうのかo　　；

！春を迎えようとするこの時季、吹く風‘

！の冷たさは人々の心開かせてはくれ；

草し一〇　　　　　　　：
l　地域でも独居者の死を他人事とみI

；っめるだけ。そんな地域で良いのだる－

；うか。　　　　　　：
l他者を思いやる気持ちは日常の慌た！

！たしさに、ふっとかき消されてしまうのだ‘

；ろうか。　　　　　　：

；誰しも楠ち望む迎える春に暖か；
tな心情を取り戻したいものだ。この永l

；山、諏訪地域のお一人おひとりのl回

章な努力と、大きく、強いみなさんの；
l想いで……・。
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きのうまでは　　　　　　　浜崎登志子 

私は思い出の影の中にいる　　　　　　　　　　平和に人々が通り過ぎていく街の通り 

思い出をさがしているし　　　　　　　　　　　心はついていかないのにどうしてだろう 

思い出だけと過ごしているんだと思う　　　　　　　体は、ちゃんと立っているのだ 

これが一生続くのかもしれない　　　　　　　　　恋人を置き去りにして 

そんなのはイヤだ　　　　　　　　　　　　　　どうしても進んでいってしまうのはなぜ 

残酷なくらい恋人がいない 

勇気を出して外に出て　　　　　　　　　　　　恋人の背中の匂いをかぐことばもうない 

優しい人達に会って　　　　　　　　　　　　　失って行く、もう戻らない 

たくさんのものを見て 

たくさんの人と握手をかわして　　　　　　　　　　そのかわりに知らなかった街の匂いを知っている 

しっかり、しっかりと自分に言いきかせながら　　　　　鎮魂というの揚ら 

私は、涙を止めた　　　　　　　　　　　　　　この今の生活が鎮魂なのかもしれない 

これ以上に裏革な祈りはないと思う 

コーヒーを飲みながら　　　　　　　　　　　　　命や時間をもう無駄にしたくはない 

ぐっと立ちあがった 

さあ、ドアを開けて一歩踏み出すん磨　　　　　　　コツコツ、コツコツと紡いでいくことしかない 

ああ、この新しい感じを胸いっぱい吸いたかった　　　　私の目は、今キラキラとしていると思う 

世の中はいつも動いているから 

とり残されているのに気がついた 

なんにもなかったように暮らしていけたら 

それは、おかしいよね 

、 

驚諾慧又詰　ま　　まま 
ン”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一〝。－ 



こんにちは、かんじ鍛灸院の柳原幹治です。

今月、かんじ先生の原稿は年度末の繁忙期につ

きお休みさせていただきます。

来月号をお楽しみに。

淳美都i
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藷窯深田正　雪
星よりひそかに雨よりやさしく

あの根（こ）はいつも歌って奇

声が聞こえる淋しい胸に

涙に濡れたこの胸lこ

言っているいるお待ちなさいな

いつでも夢をいつでも夢を

星よりひき加こ高よりやさしく

あの娘（こ）はいつも敵ってる

わなくしと同年配の世代には、懐かしい昭和歌謡i

であり、青春歌謡でもあったでしょう。

の器器露盤書籍慧；
レコード大賞に揮い轍ですoデュエットで歌ってi

L嵩謹書慧認叢年生でした。；

紬の工業系の五年生高校（高専濫通って1

器謂認諾濃駕の王
：霧謹話謀議議；

謀議護憲！
驚驚慧勘
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しい夢を追っています。

浪速（なにわ）の竃は伊努の浜萩鵬は謝i

これ謂器護したっげ。」
2019，2・25　1
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永山福祉事　20I9　年？R nLシター毎遭月～土曜日ミディの暮

日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 

1 �2 

1叢 � �手義クラブ 10篇一 〇番・持場 14篇一 九〇手動備後 14購30分一 �pc格教 具葉さんの 10篇30分から 篤農ワン糠イント 午後 

‾‾‾‾‾‾‾一一一一二＿ 蝉♭ ��� 

3 �4 �5 �6 �7 �…‥8．．．．．． �．．9 

能義 �8番・持場 �後置意義 �いきいき事葉 �8番・持場 �ハンドマッサージ �篇簾ワン糠イント 

14〇一 ベン細字 15輸一 介細事防備禦 14篇30分－ �13輸－ �■農10着30分－ 8番・持場 14績－ �14鴫－ �15喜一 8番・築後 14篇一 介○青動機置 14購30分－ �午後 

10 �11 �12 �13 �14 �15 �．〟．惟 

体重 �若人重 囲基・持場 �○○意義 �いきいき事葉 �教こえ �字義クラブ �サンド置筆書 

意義大会 ��13篇－ �連字サロン �10着30分－ 8番・持場 �10喜一 �16篇－ 

o鴫30分－ ���13時30分～ ��8番・意義 �重義ワン糠イント 

14鴫－ ��日暮・精機 ��14篇－ �午後 

介細事蘭農場 14篇30分－ ��14喜一 重賞さん相〇日 �14着－ �介細事鴫鴨場 14篇30分一 

17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 

体重 �8番・持場 �○○教書 �若人整、 �鶴田 �8番・持場 �介○きんでも 
14〇一 �13輸一 �賀教10着30分－ �体重 �14篇－ �相簾 

弁賞手職徽農 ��易基・雑録 ��弁細事暢備後 �10輸30着－ 

14鴫30分一 ��14寛一 ��14輸30分一 �嬉しマッサージ 

ベン着手 15篇－ ��章雄の裏書 14M30分一 ��包轟きニ細を 15〇一 �14〇一 

24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 

体重 �著大後 漢書・持後 14篇一 介〇・青嶋備後 14篇30分－ �後篇農書、 �く13M－置場 14南30分まで＞ タイから動因のため 8番・雑録 14鷺山 �教書え �8番・病質 �篇轍ワン撫傭′ト 

カラオケの8 13M－ ��13痛一 ��10篇30分－ 8番・持着 14鴫一 葉書一意 �14篇一 介細事動体接 14M30分－ �午後＋ 

31 � � � � � � 

体重 � � � � � � 

永山福祉書利用可能時間10－18時（但し、鯛珪業務は17時でオーダーストップ）

ルンゲーの予定は多少を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。

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

永山福社章永山名店街内　　TEL調2－374－3201　永山4－2－3－1的
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