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小規模多機能型居宅介護

〈榎本福祉会館 2 階〉
介護が必要になっても
安心して居る場所があり
宿泊もでき、スタッフが訪
問もする、２４時間３６５
日の安心を提供します。
ご見学は随時お越しください。
お問合せ＊06-6955-9044
☆介護スタッフ募集中！

フレイルという言
葉をご存知ですか。
端的に言うと、加齢
により体力、気力が低下しストレスに脆弱になり、生
活機能障害、要介護状態に陥りやすい状態を言います。筋力の低
下により、転倒しやすくなるといった身体的問題だけをイメージ
しがちですが、認知機能の低下やうつなどの心理的問題、独居や
経済的困窮などの社会的問題も包括した概念になっています。フ
レイルの評価は、6ヶ月で2－３kg体重が減った、握力が低下した、
ここ最近わけもなく疲れた感じがする、歩く速度が落ちた、運動

の有無などの項目を確認し、その該当数で
判断します。運動は確かに大事ですがそれ
だけでは不十分で、運動が無くても文化活
動、地域・ボランティア活動をしている人
の方がフレイルになりにくいといった報告
もあり、外出を促し町内のコミュニティに
参加するなど、地域からのアプローチも重
要です。フレイルは可逆性です。健康寿命
を延ばし、元気に年を取りたいですね。

連載・健康コラム⑳
フレイルになっていませんか？
北田医院 院長・北田博一

〒538-0044　大阪市鶴見区放出東2丁目4番1号
TEL：06-6961-2817　FAX：06-6968-6789   http://kitada-iin.com/

2019.6～2019.8月の回収量は
69.18 tでした。

ご協力ありがとうございます。

コミュニティ資源回収
『混ぜればごみ、分ければ資源』

回収日：毎月 第１・第３木曜日
品目：( 布団や毛布は回収不可）
古紙（新聞・雑誌・段ボール・紙パック・
その他 紙）、　衣類を種類ごとに分け
袋に入れるか紐などでまとめ、持ち
去 り禁止の貼り紙を付ける.。
場所  ： いつもゴミを出している場所
時間： 当日朝、午前９時まで  に

お出しください。
ＴＯＰ資源株式会社が順次
回収にまわります。

ご協力
ありがとう
ございます

9/16　  敬老慰安大会
10/13　連合大運動会（予備日10/14）
10/20　第 62回はなてん音楽サロン
10/27　まちなか避難所開設防災訓練
12/ 8　 第 43回子ども文化祭
12/10　スモチルフェスタ
12/21　第 63回はなてん音楽サロン
12/29　ふれあい餅つき大会
※毎月第４火曜日 19時より
地域井戸端会議「あいより」
どなたでも参加できる情報交換の場

秋～冬＊主な行事予定

とりわけ高い鐘楼でつく除夜の鐘
は、放出の冷えた夜空に響き渡る。
「さあ、いつ頃からか、もう 20 年は
続いているかな」檀家を中心に始
まった行事はすっかり定着、宗派に
こだわらず今では、『108』を優に超
す 300 人ものつき手が列をなし、大
晦日の寺を賑わせる。民生委員も務
める当代の院主は、地域に密着した
この寺のあり方が自慢。300 の檀家
にはひとり暮らしの高齢者も居り、月参りは
大事な見守りとなる。正因寺は中高野街道
に面し、寺院前には石柱と案内板が建つ。そ
んな放出を代表するこの寺も、阪神大震災
の被害を受け、大改修を行い、平成 10 年に
今の姿となった。平瓦の上に丸瓦を配した

本葺の大屋根には 4 万枚もの瓦が整然と並
び美しい。旧のお堂の資材を受け継いだ大
柱は円周１ｍ余り。広い本堂の外陣と内陣を
分けた位置に並び立つ。彫りを巡らせた太
い梁の向こうは荘厳な雰囲気に溢れている。
「うちの檀家の総代さんはそれぞれの道のス
ペシャリスト揃い。どんな事も相談できる頼
りになる方たちばかり。そして何より、その団
結力が正因寺の大きな支えです。」玲子さん

（先代院主の奥さま）の言
葉が印象的。地域に支え
られ、また地域の心の拠
り所となる、そんな正因
寺は榎本放出の 500 余年
の月日を眺め続けている。

榎本でがんばる人たちが榎本の中でおすすめしたい場所を紹介する連載企画。

えのもと
私の好きなトコ
歴史編 Vol20

中高野街道『西海山正因寺』

賴尊知宗さん

榎本小学校に通う

２人のお子さんの

パパ。時折響く子ら

の声も微笑ましい。

第21代院主の知宗さん第21代院主の知宗さん

2014年大晦日の風景

「ゴーン、とつくと
１年の煩悩がほん
ま落ちていくわ」
　　（森田氏談）
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自然災害をくい止めることは
できません。しかし、みんな
で力をあわせることで被害を
できるだけ小さくすることは
可能です。そのために、自分
でできること、家族でできる
こと、身近にいる人と力をあ
わせてできることを考えてみ
ましょう。すぐには消防、警察、
区役所等による災害対応は言
うまでもなく困難で、事態に
追いつかないことも多分に予想されます。
実際、阪神淡路大震災で倒壊家屋の下敷きになった人
の多くを救助したのは、家族や近所の人たちでした。自
分・家族・ご近所や地域の連携が円滑なことが、災害被
害をできるだけ小さくする大きな力となります。普段で
きていないことをいざという時に行うことはできませ
ん。災害が起きてからでは間に合わないのです。自然災
害はまったなしです。私たちには自然災害の発生を完全
に予測したり、くい止めたりすることはできません。
災害時に備えて、日頃から自分・家族・身近にいる人と
力を合わせてできることを考え、準備しておきましょう。

災害被害を
減らすために

鶴見消防署 地域担当司令 
福川 久美夫

防災コラム⑧

昨年度は、盆踊りなど多くの行事で日程変
更などがあり皆様に迷惑をおかけしました。
関連事業としての放出会館運営、子ども食堂
「えのはなれすと × らん」も始まり、無事に
運営を行っております。新しく北コミュニティ
広場の運営を開始、いきいき放課後事業は更
に充実することが求められています。最も気
がかりな「みつるぎの里」の事業は、管理者
が田之上さんに交代して、雰囲気も変化し、
明るくなりました。地域との関係も改善、営
業の努力を進めている中で利用者の増加が
今望まれます。各町会や関係団体のご協力で
盛り立てて戴きたいと思います。
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山田理事長・新年度挨拶山田理事長・新年度挨拶

いきいき活動報告！
５校それぞれの夏

2019 夏休み

榎本小 今津小 茨田小茨田南小 茨田北小

お楽しみ会。活動室で腹
話術、多目的室で、パネルシアター、
ヨーヨーつり、射的！班長、副班長
しっかり役割を果たしました。

水遊びを実施。暑い時間
帯には多目的室でのお昼寝と図
書館での学習、読書を。

盆踊りの練習会。将来
の地域を担う子どもたち、盆踊り
への参加で、地域の活性化！

午前中はプール開放や
サマーワークの学校行事に参加。
活動室での切り紙、風船バレー
ごっこは多目的室で。

晴れた日には、木陰を求
めて、ビオトープ横の丘で蝉取り。
生涯学習メンバーの協力で巾着
にステンシルプリント(^^)

榎本小

今津小

茨田南小

茨田北小

茨田小

宿題にしっかりと取り組み

友だちと仲良く遊ぶ！

いきいき５校の夏休みは、地域
行事や学校行事への参加、室内で
過ごす工夫の色々、そしてオリジ
ナルイベント。暑い夏を楽しく乗
り切る企画が盛りだくさん！１日
の最大参加数は５校合わせると
800名に迫ります。そしてこの夏
も、大きな事故やけがもなく終え
ることができました。児童の頑張
りにありがとうの言葉を送ります。
　　　　“ありがとう”

※夏休み中の情報を各校から提供　  
　  頂き、その一部を掲載しました。

榎本広報部会では、写真・ビデオ等を撮影、ふれあい通信やホーム
ページなどに掲載する場合があります。皆さまのご協力、よろしく
お願いいたします。もし、不都合がある場合は、お申し出ください。

♡介護の仕事に就いたきっかけは？ 元々、人のお世話をするのが好き  
　で、小学校の時に介護をしている人を見て、このような仕事がした
　いと興味を持ちました。また、大好きな祖父のために何かできない
　か？と思ったのも一つのきっかけです。
♡日々心がけていること・大切にしていることは？　
　いつも笑顔で接することを心がけています。
♡今までで一番嬉しかったことは？ 「あなたの笑顔を見ると元気になる、 
   あなたの笑顔を見ないと元気が出ない」「あなたになら任せられる、
   ありがとう」と新人の頃、言われたことが嬉しかったです。
♡介護でいちばん大切なことは？ どのようなサービスを提供し、喜ん
　でいただけるかが大切だと思います。
♡「みつるぎの里」をひとことでいうなら？ 家族のような所です。
    スタッフや利用者さん一人ひとりが家族のように接してくださって、

                                                                                              とても働きやすく、心地よい場所です。

『笑顔』が自慢 ＊ みつるぎ・キュートな # 介護女子 に聞いてみました！

♥「今日も1日がんばろう」「今日も1日終わった！」
大好きなアーティストの音楽を聴いてスイッチ ON/OFF!

みつるぎの里

スタッフ紹介！
介護職員・三宅 紗映香


