英知と︑人々に強い信
念で︑病に打ち勝ち乗
り切った底力︒気持ち
を前向きに日々散歩
し︑人出の少ない静か
な海辺︑広いかぜ渡る

空の下ホッと一息入
れ︑食べ歩きも趣味も
心ゆくまで楽しみ︑時
間に余裕︑家庭でホッ
トな喫茶時間を心身の
リフレッシュ増々人生

の達人に
なり︑英
気養いコ
ロナ終息
時さらな
る前向前
進という
レポート
を全員に
配布し︑
毎月各分野の方々︑小
野先生と同様に寄贈し
ていただいています︒
会員皆さんより一服ホ
ッとされたと聞き安堵
しています︒
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KOBEシニアクラブ
「とっておきの作品」
係

︻兵庫区︼

必要事項

御崎南ビルほのぼの倶楽部

①氏名
（ふりがな） ②クラブ名 ③題名
④郵便番号 ⑤住所 ⑥電話番号
※葉書サイズ
（100㎜×148㎜以内）
・色紙
サイズ
（242㎜×272㎜以内）でお願い
します。それ以外は受付できません。
※作品は随時ご返却いたしますが、長期
間お預かりする場合がありますのでご
了承ください。
※作品は丁重に取り扱いますが、損傷に
ついては理由のいかんにかかわらず、
一切の責任を負いません。

クラブだより
活動の近況を

葉豊穣で柔らかく滋味
あふれ︑つむぎ糸万華
鏡︑ごとく春夏秋冬雲
流れみつめ︑水模様に
重ね一首一句︑まさに
手作りで励んでいま
す︒
令和２年４月 日
︵月︶小野レディース
クリニック小野吉行医
師による﹁新型コロナ
流 行 下 で 思 う こ と ﹂︑
世紀スペイン風邪で
世界中で５億人近く発
病︑約一割の人が亡く
なったことを省み英断

神戸市老人クラブ連合会

一般社団法人

とっておきの作品
会員の皆様から、絵はがき＆色紙絵を
募集しています。必要事項を記入したも
のを同封の上、作品をお寄せください。

朋子

し︑十二分に配慮し３
密を避け︑平田恵先生
を先頭に第２月曜日上
御影会館で︑若菜会文
化 活 動 紅 梅 会 は ５・６
名の少数で︑令和２年
２月 日︵月︶午後１
時半より産声を上げま
した︒高名な稲田先生
に 年近く習われた平
田恵先生中心に日本言
といった状態の人を見
かけます︒やはり人と
接し︑目で色々と見る
それが大切ではと感じ
させられました︒一日
も早くコロナ禍から脱
出し皆さんと共に楽し
い日々が過せる事を念
じペンを置きます︒

90

東灘区
上御影若菜会
石田

令和２年新型コロナ
発生の事境で区老連か
らの自粛の指示の元︑
役員会以外は休会状態
の 中︑ 役 員 会 で 相 談

コロナ禍の一年
私達の闘い
兵庫区

明親寿会
数胴 和子

きを過す会です︒いつ
も 名前後の方が参加
して下さいます︒色々
な行事ができなくなっ
て感じた事は︑皆さん
に会って話をしても元
気がなくゴロゴロして
テレビを見るだけ︑ま
た物忘れをよくする︑

老人会と管理組合が協働

高齢者見守り活動を展開
小さな気付きが命を救う
長田区
高取台サンハイツシニアクラブ高寿会
日置 一夫

員により発見︒病院へ
搬送︑骨折が判明︒遠
方家族と連携し︑退院
後の生活安全確保の
協議を実施︒等々︑高
齢化し核家族化する
住民の命と暮らしを守
る活動を自らの問題
として︑管理組合と協
働して取り組んでい
る︒
ま た︑ コ ロ ナ 禍 の
中︑ラジオ体操やウォ
ーキング等の健康増進
や高齢者健康問題勉強
会の開催︑認知症予防
を目的として︑老人会
は須磨区車の里山︵約
坪の農園︶で野菜栽
培を行い︑販売会等実
施︒高齢者の命と暮ら
しを守る活動を実施し
ている︒

先

宛

20

続出︒家族へ認知症の
公表を要請し住民へ認
知症への理解を求め寄
り添うべく勉強会を開
催︒また︑あんすこ・
医師会・社協・警察等
へ公助を要請し︑自助
と公助による見守りを
展開した︒慣れ親しん
だ自宅で人間らしい生
活﹁共生﹂を目指すも
施設へ入所︒多くの教
訓と課題を残した︒⑶
微熱のある 歳代独居
者︑家族へ連絡し主治
医の意見を求め︑直ち
に精密検査を実施︑胆
嚢炎症と判明し入院︒
小さな気付きによる成
果であった︒⑷ベッド
から転落し一晩中救助
を待つ︒生ゴミ搬出ボ
ランティアの見守り委
出動要請を行い︑救急
病院へ搬送︒一命を取
りとめた︒⑵独居者認
知 症 発 症︑ 花 壇 荒 ら
し・万引き等トラブル

▲週３回ラジオ体操と
館内のウォーキング

14

25

管理組合と老人会の
協働で︑高齢独居者や
老々世帯の見守り活動
を展開︒毎朝居宅訪問
で安否確認を実施︒こ
れまで４件の事案で成
果を上げてきた︒その
事例を紹介する︒⑴独
居者がベッドから転落
し３日間飲まず食わず
で救助を待つ︒玄関ド
アポストに新聞の溜ま
りを発見︒脱水症状に
よる妄想が顕著︑直ち
に家族へ連絡し救急車

▲高齢者健康問題勉強会
毎月第３木曜日開催

11

17

をと願って行っていま
すが︑現在はコロナ禍
でセンターは閉館状
態︑会員の皆様との会
話も思うようにできな
い現状です︒一日も早
く今迄の行事ができる
事を祈っています︒
手芸教室ですが︑白
井先生の指導で﹁木目
込み人形﹂を始めて
年になります︒作品の
中 に 毎 年﹁ 干 支 の 置
物﹂を取り入れていま
す︒干支も十二支が完
成し︑作品展を開きま
した︒現在はコロナ禍
でセンターでは活動で
きず︑先生のお
宅で希望者の
方々はおけいこ
をしています︒
グラウンドゴ
ルフも公園の清
掃をしたあと︑
練習をしていま
す︒ ま た︑ お 茶
の 会 は︑ 勉 強
会・健康体操な
どをした後コー
ヒーとお菓子を
食べて雑談をし
て楽しいひとと
▲認知症予防農業活動

私達明親寿会は現在
会員 名です︒設立当
時は 名の会員でした
が︑施設に入られる方︑
亡くなられる方で現在
の人数になりました︒
私達寿会では︑クリ
ーン作戦・敬老会・三
社参り・手芸教室・お
茶の会・グラウンドゴ
ルフと︑できる限り皆
さんと共に接する機会
83

30
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