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夏の風物詩「七夕行事」が各地で行なわれています。７月１３日に小屋川お楽しみ会サ

ロン、７月２１日にたいしょう陣サロンが七夕飾りをつくりました。たいしょう陣はミニ七夕を

つくり、各自持ち帰って自宅の玄関などに飾られたようです。小屋川お楽しみ会の大きな

七夕は公民館の玄関に飾り、地域の賑わいに一役かいました。

皆さんの短冊をのぞくと、「いつまでも元気でいられますように」「ずーっとサロンにこれま

すように」「家内安全」「天下泰平」などたくさんの願い事が書かれていました。

素敵な七夕飾りが出来

て満足です

おしゃべりがはずみます。指の運動、口

の運動になります。飾り作成中。

小屋川公民館では、５名の防災士を中心に毎年防災学習を行なっていますが、今年は

耶馬溪分署を招いて、救急救命、ＡＥＤなどの体験をました。小屋川地区では、日頃から

このような学習会をしていますので、豪雨で避難指示が出た場合は、消防団員が全戸を

回り、避難場所へ移動をさせるなど素晴らしい行動をとられています。

【吉野けんこう隊サロン】
防災食品アルファ米試食

【小屋川公民館】 救急救命でもしもの時の対応を！

７月１１日、吉野けんこう隊サロンが避難場所等で使われているアルファ米の試食体

験をしました。アルファ米は熱湯を入れて１５分（水なら６０分）待つだけでご飯ができあ

がります。試食をした皆さんは、「こんなに簡単にごはんができて、便利なものがある

ねぇ。味もいいし！」と感心されていました。アルファ米の体験を希望されるサロンはご

相談ください。 （ＴＥＬ６２－２８９８）

地震体験車で地震体験をしました ８月６日、ふれコアの児童たち

が地震体験車で地震体験をしま

した。震度３から５強まで、段階

的に揺れを体験しました。意外と

子ども達は余裕をみせていまし

た。しかし、いつおきるかわから

ない地震に備えて、パニックに陥

らないようにしたいものです。
防災危機管理課の地震体験車「ユレンダー」

非常食で備えてお

くと病気の時など

にも役立ちます」



　

       心配ごと相談 
 

  日 時  9月12日（水） ９時～１２時 

  場 所  山国社会福祉センター 打合せ室  
 

 山国地区民生児童委員さんが、色々な心配

ごとの相談に応じます。お電話でも相談できま

す。お気軽にご相談ください。 

         ＴＥＬ  ６２－２８９８ 

ほっとテラス（医師による相談） 
 

   日 時 9月 12日（水） 午後２時～４時 

   場 所 中津市教育福祉センター 
 

 精神科医が相談に応じます。予約制になって

いますので、相談を希望する方は事前に予約を

お願いいたします。  ＴＥＬ ２３－２０９５ 

≪相談日のおしらせ≫ 
ひとりで悩まないで・・・。 

大丈夫・・。一緒に解決の糸口を

見つけましょう。 

 今年は全国的に今までに例をみない厳しい暑さが続き、

こまめな休息と水分補給が呼びかけられています。 

 水分補給のひとつに「経口補水液」を耳にしたことがある

かと思いますが、熱中症などに伴って生じる脱水症状に対

する治療のひとつとして用いられています。その経口補水

液をご家庭で簡単に作ることができます。 

  

 町内を移動中、田んぼの水際や

あぜ道で草刈りを汗だくになって

されている方をあちこちで見かけ

ます。 

 この暑さの中での作業は、頭が

下がる思いです。 

 米という字は八十八と書くほど

米作りには88以上の手間をかけ

ないといけないんですね。  

         {地域福祉係山国}  

 
 

 7月から全国各地で豪雨による災害が発生し、一日でも早く落ち着いた笑顔のあ

る生活に戻ることを心から願うばかりです。社協山国の窓口にも「西日本豪雨災

害」支援として愛媛県・岡山県・岐阜県・広島県・京都府・高知県・福岡県・山口県・

島根県・兵庫県の１０県を対象とした募金箱を設置しています。社会福祉センター

にお立ち寄りの際は、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

ほうかつからのお知らせ 

８ 月 ２１ 日 （火） １３：００ ～ １５：００ 
 

場  所： 山国社会福祉センター 
 

参加費： お１人様 １００円（飲み物代） 

 ～オレンジカフェとは？～ 

 認知症の方や介護しているご家族・認知症に関心の

ある方などが集まって気軽にお話ができる場所のこと

です。 

 日々の暮らしのこと、健康のこと、もの忘れの心配、

介護のことなどお話しませんか？認知症について理解

を深めましょう。 
【 電話 】 0979 - 27 - 8877 

【 F A X 】 0979 - 27 - 8878 

中津市地域包括支援センター社協 

 （中津市高齢者相談支援センター） 
 

今村 真由美 
 

 7月に入職し、山国エリアを担当さ

せていただくことになりました。まだ

分からないことも多く、ご迷惑をおか

けすることもあるかもしれませんが、

これからよろしくお願いします。 

職 員 紹 介 

前回の様子 熱中症予防・経口補水液を作ってみませんか 

熱中症について豆知識 

 熱中症は気温などの環境

条件だけではなく、人間の

体調や暑さに対する慣れな

どが影響して起こります。気

温がそれほど高くない日で

も、湿度が高い・風が弱い

日や、体が暑さに慣れてい

ない時は注意が必要です。 

※急に暑くなった日や活動の初日などは特に注意 

 人間の体は暑い環境での運動や作業を始めてから３～４日経たないと、体温調

節が上手になってきません。このため、急に暑くなった日や久しぶりに暑い環境で

活動した時には、体温調節が上手くいかず、熱中症で倒れる人が多くなっています。 

※汗をかいた時には塩分の補給も忘れずに 

                 （環境省 熱中症～ご存知ですか？予防・対処法～より） 

≪募金箱を設置しています≫ 

材料 水１L 水500ｍｌ

砂糖
大さじ4・1/2
（40ｇ）

大さじ2・1/3
（20ｇ）

塩
小さじ1/2
（3ｇ）

小さじ1/4
（1.5ｇ）

注意点：手作りの経口補水液は当然な

がら無菌状態ではありませんので、作っ

た後は1～2日以内に飲むようにしましょ

う。市販品のようにカリウムやマグネシ

ウムの量まで再現するのは困難です。

体調がいつもと違うと感じたら、病院を

受診するように心がけましょう。 
（アストリション 経口補水液の作り方より） 
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ご参加をお待ちしています！

山国で初めての週一体操教室

「朝陽健康クラブ」 がはじまります！

週一体操の目的は？
元気！いきいき☆週一体操教室は、タイトルのとおり、週一回行う体操教室で地域

の住民によって開催します。運動を行なっていくことで、いくつになっても筋力や筋

肉の量が維持・増加すると言われています。高齢者の皆さんがいつまでも健康で自

立した生活が送れるように、体力づくりと支え合いの地域づくりをめざし、中津市で

はこの教室の立ち上げをすすめています。

どんな体操をするの？
・めじろん元気アップ体操

・めじろんリズム体操

・レクリエーション

・健康体操 など

効果はどうやって確認するの？
開眼片足立ち、椅子に立ったり座ったり、歩行の

速度の３つの体力測定を３か月後、６か月後、１２

か月後と行ない体力の状態を確認します。

また、測定の月には、講師による体操指導や講話

があります。

日 時 平成３０年１０月１日（月） １０：００～

（開会式、体力測定、講話）

以降は毎週月曜日 １０：００～１１：００

場 所 山国社会福祉センター

持ち物 飲み物、タオル、運動靴、動きやすい服装

対象者 どなたでも参加できます

参加費 無 料

問合せ先 朝陽健康クラブ 寺坂 公廣 ６２－２３０１

堂野 初恵 ６２－２８０７

包括支援センター社協 ２７－８８７７

地域の介護予防活動

支援マニュアル活用研修会

９月２日、中津市教育福祉センターで中津市９ケ所で住民型有償サービスの活動を

されているスタッフの皆さんを対象にした支援マニュアル活用研修会が行なわれ、

関係機関を合わせて約79名が参加しました。

この研修会は、住民参画型介護予防推進事業として、2日間コース（9/２，９

/9）で行なわれるものです。第1回の研修会は、まず県北部保健所からのあいさつ、

続いて中津市介護長寿課より中津市の介護保険の現状について説明がありました。

その後２本の講義、「活発な日常生活のススメ～まずは衰えサインを見逃すな～」

と「運動はいくつになっても効果あり～運動支援の達人になろう！～」の演題で、

大分県作業療法士協会 入口氏と大分県理学療法士協会 久恒氏からお話いただきまし

た。

あさ ひ

山国つゆくさサービスから５名の皆さんが参加し、生活不活発病、日常生活の動作を継

続させることの大切さを学びました。まず、スタッフ自らが元気で健康な生活を送りながら、

運動の大切さを伝えるスタッフにもなることで、住民型有償サービスが更に広がり、支え合

いの輪が広がるものと思います。第２回は９月９日に行われます。

山国社会福祉センターは土曜日・日曜日・祭日（８：３０～１７：００）でも貸館「会

議室」「多目的室」「調理室」はご利用できます。また、町バス待合地域交流

コーナーやキッズコーナーも常時開放していますので、いつでもご利用できま

す。冷暖房も整備されていますので、快適に過ごせます。

ご存じですか～？ 是非、ご利用ください！山国社会福祉センター
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       心配ごと相談 
 

  日 時  10月10日（水） ９時～１２時 

  場 所  山国社会福祉センター 打合せ室  
 

 山国地区民生児童委員さんが、色々な心配

ごとの相談に応じます。お電話でも相談できま

す。お気軽にご相談ください。 

         ＴＥＬ  ６２－２８９８ 

ほっとテラス（医師による相談） 
 

   日 時 11月 14日（水） 午後２時～４時 

   場 所 中津市教育福祉センター 
 

 精神科医が相談に応じます。予約制になって

いますので、相談を希望する方は事前に予約を

お願いいたします。  ＴＥＬ ２３－２０９５ 

≪相談日のおしらせ≫ 
ひとりで悩まないで・・・。 

大丈夫・・。一緒に解決の糸口を

見つけましょう。 

 １０月と１１月に下記の日程でわいわい福祉ひろばを三郷小学校で開催

します。ご都合のつく方は見学に来られませんか？見学をご希望の方は、

お気軽にご連絡をお願いいたします。  社協山国  ＴＥＬ  ６２－２８９８ 
 

    １０月 ２９日 （月） １０:４５ ～ １２:２０   肢体コース 
 

    １１月 ２６日 （月） １０:４５ ～ １２:１５   エルダーコース 

  

 大分県では、夏季に多発する食中毒を未然に防止するため

に、６月１日から９月３０日までの４ヶ月間に、気象状況が食

中毒の発生しやすい条件に達したとき、食中毒注意報を発令

しています。９月３日現在、注意報の１８号が発令されました。 

 細菌性食中毒は、高温多湿の日に発生しやすいため注意

が必要です。 
 

【注意点】 

 ・腸管出血性大腸菌は様々な食品や食材から見つかって 

  いますので、洗浄や加熱など衛生的な取扱いを心がけ、 

  食中毒を予防しましょう。 

 ・野菜の保存場所や調理方法など野菜の衛生管理にも 

  十分注意しましょう。 

 ・火を通した調理後もそのままにせず、早めに食べきり、 

  保存する際は底の浅い容器に小分けし、すぐに冷却 

  しましょう。 

 早いもので、お盆も過ぎ９月。 

敬老月間には、各地区で敬老祝賀会が

行なわれることと思います。  

米寿、喜寿、おしどり証（金婚）を受賞さ

れる皆様には、おめでとうございます。 

 近年では、人生８０年から人生１００年

とも言われ、今年も中津市で１０７歳を

最高齢に２７名の方が１００歳を迎えら

れています。 

 おいしい空気と食べ物、そして、あた

たかい地域住民のふれあい・・。 

 ふるさと山国には素晴らしい環境が

整っています。  

        （ 地域福祉係山国 ）  

 昨今、オレオレ詐欺や困りごと相談（DV・トラブル

等）が全国的に増加しています。 

 ここ耶馬溪・山国地域からの相談件数も増加傾向

にあります。このような現状を踏まえ、地域の方が

安心して、直接相談できるように中津警察署では、

山国社会福祉センターで「安全相談出張所」を開設

して相談をお受けします。ささいなトラブルや、悪徳

業者、日頃から困っていることなど、お気軽に相談

してみませんか？ 

 今回のオレンジカフェは、昔から山国に伝わるお話「毛谷村六助」の歴

史紙芝居を通して、思い出を語ったり、思い起こしたりの回想法を行いまし

た。情緒たっぷりの演じ手の上演に聞き入っていました。 

 また、この紙芝居は、切り絵製作でていねいに手づくりされていましたの

で、上演後は一枚一枚手に取って切り絵の凹凸を触ったりして、芸術の分

野も楽しんでいました。その後は、健康体操で体をほぐし、笑顔が満開とな

りました。「次もまた来るよ。もう1回紙芝居がみたいね。」と会場を後にされ

ました。次回のオレンジカフェは１１月２０日予定です。ボランティアでの参

加もお待ちしています。 

日 時： ９ 月 １０ 日 （月） １４：００ ～ １７：００ 

場 所：   山国社会福祉センター 

【 連絡先 】  中津警察署： 0979 - 22 - 2131 

          宇曽駐在所： 62 - 2011 

        草本駐在所： 62 - 2201 

≪困ったことはありませんか？≫ 

  安全相談出張所を開設します！-中津警察署-  

 ※事前予約になっておりませんので、  

   お待ちいただくこともございます。 

   ご了承ください。 

 わいわい福祉ひろばとは、“しょうがいをもつ人”“高齢者”、“ボランティア

活動している人”で『伝えたい心』を持つ人たちが、“タレント”として小学校

などに出かけていき、そこに集まっているみなさんといっしょに「わいわい」

楽しく福祉について考えようという、出前の「ひろば」です。 

食中毒について豆知識 

エルダーコースの様子 肢体コースの様子 
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