
2022年　8月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

①10:00～ 10:00～ ①9:45 10:00～ 10:00～
②13:00～ 11:30 ②11:00 ベビー 傾聴研修
ストレッチ教室 夏講座 マッサージ

（ボッチャ）

7 8 9 10 11(山の日） 12 13
10:00～ 13:30～

11:30 メンズ
夏講座 体操教室
（プロペラカー）

14 15 16 17 18 19 20
10:00～
ハーモニー

11:00～
ハーモニー おはなし会

いずみ野

21 22 23 24 25 26 27
13:30～ 15:30～ 10:00～ ①9:45 10:00～
若年性認知症 16:30 ぽぽんた ②11:00 かけはし
当事者の会 夏講座 ベビーヨガ＆

ママヨガ（スライム） ママヨガ

28 29 30 31
14:00～ 10:00～
認知症カフェ この指止まれ
デ・アイ

黒字・・・自主事業　　　青字・・・共催事業

ベビーヨガ＆
ママヨガ

   いずみ野地域ケアプラザ　玄関入口にて販売いたします
　　　                                                 ぶどうの樹（パン）8/23（火）      11:30～12:30

休館日
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[ここに出典を

記載します。] 

CPのホームページに 
↓つながります。 

  

自分のからだと向き合う講座 実施しました！ 

成年後見制度と 
エンディングノートの活用 

日   時 ： 令和 4 年 9 月 19 日(月･祝) 

時   間 ： 13：00～14：30 

講 師 ： 根本 雄司 弁護士 

参加費 ： 無料 

持ち物 ： 筆記用具、飲み物、マスク 

ZOOM 
参加可能! 

 

南国気分を楽しみましょう

♪ 

日時 ：令和４年９月８日(木) 

10:00～11:00 

定員 ：20 名  参加費：無料 

対象 ：どなたでもご参加いただけます 

持ち物：飲み物、マスク 

 

申込受付中です！！ 

フラダンス 

ボランティア☆ステージ 第 3弾 

協力団体：アハフイ フラ カウホラ 

ウルヴェヒ 

 

第 1回 ６月 17日（木）13時～14時 低栄養予防講座 

  《講師》 管理栄養士 根本文子氏 

宅配クック 123、まごころ弁当にもご協力いただき 

フレイル予防と配食弁当について知ることができました。 

 

第 2回 6月 23日（木）13時～14時３０分 ゆったりできる貯筋体操 
   《講師》 健康運動指導士/ヨガインストラクター Shiho 氏 

椅子に座ったまま筋肉の運動や脚の筋肉の鍛え方、呼吸の仕方、腰の筋肉の鍛え方   

又、リラックスの仕方、自分を見つめる方法も実施しました！                    
【貯金は使うと減るが、貯筋は増して自分を助けてくれる。】 

第 3回 6月 30日（木）13時～14時３０分 ゆったりできる貯筋体操 
 《講師》 健康運動指導士/ヨガインストラクター Shiho 氏 

第 2 回に引き続きヨガ要素も取り入れながらの体操を行いました。 

まるでハワイにいるかのような空間で癒された方も多くいらっしゃいました。 

第４回 7月 15日（木）13時～14時 口腔講座 
 《講師》 歯科医師 吉野壮一郎氏 

お口の中の健康を保つことは生活習慣病や認知症予防につながります。 

自分の力で噛むこと、飲み込むことの大切さをお話いただきました。 

 

横浜市モデル事業『チームオレンジ』の助成を受け､6 月より 

毎月１回､若年性認知症当事者の会を開催することになりました｡ 

当事者の方のご挨拶で､｢まさか自分が･･･｣と思われたことや､不 

安や悔しい気持ち､社会から取り除かれたような悲しみ等を伺い､ 

この会を継続していく必要性を強く感じました。 

第２回では､当事者の方たちで､この会のネーミングを話し合 

い､最終的に人との繋がりをイメージした 3 つの言葉を合わせ 

に決定しました。  

 この会を始めるにあたり､ご家族の希望や様々な関係者の方 

からアドバイスやご支援をいただいております。この会は当事 

者の皆様がやりたいことを話し合い､活動に繋げていき､ここで 

出逢う人同士の信頼関係を築くことと､理解者を増やしていく 

ことが目的です。ご家族同士が情報交換する時間もありますの 

で､当事者の皆様､ご家族の参加を心よりお待ちしております。 

【連絡先】いずみ野地域ケアプラザ 電話 045-800-0322 

 

 

・介護経験者の方のアドバイスが 

うけられます。 

・認知症の人が話し合える交流の場です。 

・お話し合いから、皆さんで決めた 

活動も取組んでいきます。 

【8 月以降の予定】基本第３日曜日 

8/21(日) 

9/11(日)＜第２日曜＞ 

10/16(日)・11/20(日) 

12/18(日)・1/15(日) 

2/19(日)・3/19(日) 

【時間】13:30～15:30 



                                                                                           

〇息子や孫を名乗って、「会社の小切手を無くした」「会社のお金を使い込んだ」  

などと言って、お金が至急必要であるという話は詐欺！  

〇銀行や警察関係者を名乗って「あなたの口座が悪用されている」「キャッシュカー

ドを確認しに行く」などの連絡が入った場合は詐欺！  

〇区役所職員など名乗って、医療費や還付金などの払い戻しがあるからと、キャッシ

ュカードの確認や取替の必要があるなど言われたら詐欺！  

〇携帯電話に未払金の請求があるかのようなショートメッセージが送られてきたり、

滞納があり訴訟を起こすかのようなはがきが送られて、実際には使用していない利

用料金等を支払わせようとするのは詐欺！  

身近な場所で特殊詐欺は起こっています。  

十分気を付けて、必ず一人で悩まずに誰かに相談することが大切です。  

何か心配なことがあれば、地域包括支援センターにご相談ください。  

 

 

 

生活支援コーディネーター通信 

地域包括 

支援センター 

コラム⑧ 

いずみ野地域ケアプラザ協力医 

塩田先生のちょこっとコラム 
塩田医院   塩田 淳朗先生 

特殊詐欺にはご注意を！ 

 

糖尿病は血液中の糖分濃度（血糖値）が上昇してしまう病気です。高血糖になると浸透圧で口

渇、多飲、多尿などの症状が出現しますが、極端な高血糖では意識障害になることもあります。 

しかし、ほとんどの場合は自覚症状がなく、血液検査をしないと分かりません。 

通常は血糖が上昇すると膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、血糖値が正常に保たれ

ます。糖尿病は主に膵臓からインスリンが分泌されないⅠ型と、インスリンの分泌量が少ない、

もしくはうまく作用しないⅡ型に分類されます。Ⅰ型はインスリンの自己注射が治療の主体とな

ります。Ⅱ型は主に食事制限、運動療法、内服薬による治療となります。 

高血糖は動脈を障害するので、適切に治療しないと動脈硬化性の合併症になる危険がありま

す。代表的なものとして、網膜症（→失明）、腎障害（→透析治療）、末しょう神経障害（→壊疽

による手足などの切断）、冠動脈狭窄（→心筋梗塞）、脳血管障害（→脳梗塞）などがあります。

また、易感染性となるため様々な感染症にかかりやすく、罹患した際には重症化する傾向があり

ます。 

糖尿病の初期には自覚症状がないので、自分が糖尿病かどうかは採血検査を受けなければ分かり

ません。年に１回は採血検査を含む健診などを受け、血糖値や尿糖をチェックしましょう。日本

人は膵臓からのインスリン分泌能が弱い傾向にあり、血縁者が糖尿病の方は注意してください。 

STOP 特殊詐欺！ 

車椅子研修会 ～車椅子の使い方について～ 

特別養護老人ホーム 白寿荘の職員の皆様に協力いただき、車椅子

研修会を開催しました。当日は、白寿荘の工藤様・伊藤様両施設長と

介護職員の青柳様と早見様の 4 名もの講師にご協力いただき、大変

恵まれた研修会になりました。主にお出かけサポーターの皆さんが受

講しました。 

 室内での講話では、事あるごとに『お声がけをすること』や『ブレ

ーキをかけること』そして決して無理をしないことを学びました。 

また、介助者も介護者も気持ちを合わせ、心通わせることで、両者が

楽になるというお話に、頷かれる参加者の皆さんでした。 

 講話の後は、外の広場でスロープを後向きで下がることや段差の昇

り降りを実践し、参加者より「見ているのと実践するのとは違う」「声

をかけることがとても大事だと思った」など感想を述べられ、有意義

な研修となりました。終了後、室内に戻ると、美味しいアイスティー

をごちそうになりました。白寿荘の職員と参加者との顔の見える関係

づくりにもなり、今後も研修等で、ご協力いただけるとのお言葉をい

ただき、心通わせる研修会になりました。ありがとうございました。 

泉サポートプロジェクトは、区内の社会福祉法人や企業等の多様な主体が連携

し、地域貢献の一環として地域ニーズを支援する取組です。 

施設の空き時間を利用したサロンへの送迎や企業による移動販売車の誘致等、 

多岐にわたる取組を進めています。今回のように講師の派遣等も、泉サポート 

プロジェクトの一環として、協力いただきました。 

日時：令和４年９月 27 日（火） 

15:30～17:00 

講師：総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

持ち物：スマートフォン、飲み物、マスク 

◎専門学生とマンツーマンで学べます！ 

8/10(水) 
受付開始 

8/10(水) 
受付開始 

 

糖尿病について 
 


