NO.485 2020年12月１日

（2020年10月31日現在）

姫路医療生協現勢
●組合員 19,652人
●出資金 401,833千円
●１人平均出資金額 20,450円

〒670‑0832 姫路市双葉町10番地 ☎079‑285‑3398
E-mail info@himeji-mcoop.or.jp

赤穂
緞通
（赤穂市）

緞通は敷物用織物の一種で
伝承を目的に様

達が技術保存と

だんつう

絨毯より重厚感があります︒
々な活動をされ

じゅうたん

赤穂緞通は江戸時代後期に

正に人気を博しますが︑昭和

織りで上質な綿

赤穂緞通は手

ています︒

に入ると戦争で綿花の輸入が

糸のみを使用し

﹁ 筋 摘 み ﹂︑ 厚 み を 均 等 に す

では模様の輪郭に溝をつける

み﹂と呼びますが︑赤穂緞通

切る作業を﹁摘

現在は︑若い職人が少しず

ラリー東浜の池上和子さん︒

と話すのは赤穂緞通工房ギャ

い人でないと続きませんね﹂

れ て い ま す︒
﹁もっ と多くの

http://www.himeji-mcoop.or.jp

児島なかが考案し︑明治・大

制限されて衰退していきま

ています︒握り

赤穂緞通織方技法講習会を開

る﹁ 地 摘 み ﹂︑ そ し て﹁ 仕 上

つ 増 え︑ 良 い 部 分 は 残 し つ

ばさみ

す︒しかし平成３年︑赤穂市

鋏で余分な糸を

催します︒現在はその修了生

げ摘み﹂の３つの﹁摘み﹂を

要し︑一人前となるには３年

てください︒

の美しさに是非一度触れてみ

く進化している赤穂緞通︒そ

年続く伝統を大切に︑新し

きたいですね﹂と池上さん︒

方に赤穂緞通を知っていただ

制作には半年から カ月を
10

程修業が必要なため﹁我慢強

盛り込まれた赤穂緞通も生ま

つ︑色遣いなど新しい魅力が

▲敷物だけではなくインテリアにも

行うのが特徴です︒

▲職人の技が光る「摘み」

藤木 祐弥︶

︵取材 地域サービス部

︻取材協力︼

︶

赤穂緞通工房ギャラリー

東浜︵赤穂市東浜町

☎ ０７９１︱ ︱１３９５

69

︵見学は要予約︶

25

ニュースひめじはホームページでもご覧になれます

が赤穂緞通を後世に残すため

▲独特の文様と気品のある色合いが特徴の赤穂緞通

ようなサービスはなく︑地域

しました︒周辺地域にはこの

デイサービス︵共用型︶を開設

８月より２階に認知症対応型

グループホームめがでは︑

まれていま

をして楽し

栽培・収穫

花や野菜の

つづくり︑

デイサービス利用者様︵以下

入所者様︵以下入居者様︶と

スを使用してグループホーム

グループホームの共用スペー

共用型デイサービスでは︑

思いから開設に至りました︒

利用者様は楽しく交流し︑助

れる日々となり︑入居者様と

設によってさらに活気があふ

ービスの開

は︑デイサ

ホームで

グループ

だきました︒

です﹂と嬉しいお言葉をいた

す︒利用して本当によかった

気持ちも落ち着いたようで

す︒

利用者様︶が一緒に日常生活
け合いながら過ごされるなど

のニーズにお応えしたいとの

やレクリエーションなどを行
お互いに良い効果も生まれて

デイサービスの利用定員は

います︒例えば︑食事やおや

利用者様のご家族からも
支援が可能です︒利用をご希

一人お一人に合った細やかな

１日３名と少人数のため︑お

﹁以前は不安から何回も電話
望の方はお早めにご相談くだ

います︒

をかけてきていたのが︑めが

︱３２１２

交流について考える機会にな

そ︑地域とのつながりや社会

間で４割以上減少しているそ

欧米では認知症発症率が 年

近藤先生の報告によれば︑

についても様々な研究データ

社会参加・人とのつながり

年に１度は

月１日から２月
28

円︵税込︶で２月

日

必ず３月 日までにポストへ

まで販売しています︒検体は

１個

大腸がんチェックセットは

送で自宅に届きます︒

します︒検査結果は後日郵

入れて問診票とともに郵送

②２回便を取り︑専用の袋に

等を記入します︒

①問診表に自覚症状や既往歴

検診はとても簡単！

チェックを受けましょう

信せず︑年に１度は大腸がん

い ま す︒
﹁私は大丈夫﹂ と過

員さんもたくさんいらっしゃ

ことで元気にお過ごしの組合

行い︑早期に発見・治療した

大腸がんチェックを！
今年も

倍︒

歳以上の後

様式が変化し︑高齢者のイン

ん︒新型コロナによって生活

がりは欠かせませ

るために人とのつな

であり︑健康に生き

間は﹁社会的動物﹂

どんな時代でも人

しているそうです︒

期高齢者が最も活躍

低く︑

者の認知症発症率は

③ボランティア参加

症率は７分の１に︒

②社会参加で鬱の発

比べ死亡率が

い男性は共食の方に

▶大腸がんチェックセット

ます︒実際︑毎年チェックを

以上が完治すると言われてい

が︑早期の発見・治療で８割

なる可能性が高くなります

年齢を重ねると大腸がんに

診を受けることが大切です︒

れているかも﹂と意識して検

と思っている方も﹁がんが隠

ありません︒どこも悪くない

段階では自覚症状がほとんど

ませんか？大腸がんは早期の

ん﹁私は大丈夫﹂と思ってい

大腸がんについて︑みなさ

を実施します︒

日まで大腸がんチェック運動

12

ターネットやスマホ利用が増
えました︒こ
れは新型コロ
ナ終息後にも
続く新しいつ
ながりと考え
ています︒
参加者の感
想からも︑オ
ンラインにつ
いての積極的
な思いが寄せ
られました︒
今回の講演
を受け︑姫路
医療生協で

!!
28

さい︒また︑地域で認知症に
お困りの方もお気軽にご相談
ください︒
今後も︑地域のみなさまの
暮らしを支え︑地域に貢献で
きるグループホームを目指し
職員一同︑日々励んでまいり
ます︒
︵所長 赤山 まゆみ︶
︻お問い合わせ︼

︱

グループホームめが
☎

ればと開催を決意しました︒
うです︒日本ではここまでの

が示されました︒①孤食が多

インターネット
配信

︱

︱３３９９︶
まで

室長 杉岡 眞由美︶

︵事業連携室

ります︒

る﹂まちづくりを進めてまい

て﹁居心地よく健康に暮らせ

と手を取り合い︑力を合わせ

は︑今後も姫路市など自治体

委員長 上田 千紅︶

︵健康づくり委員会

部
︵☎

ご希望の方は地域サービス

さい︒

り合いの方にもお声掛けくだ

ん検診︒ぜひ︑ご家族やお知

自宅で簡単に出来る大腸が

投函をお願いします︒

20

を利用するようになってから

▶みんなで夕食の準備

・ 地域包括ケアセミナー〜

コロナ時代のの
まちづくりの姿とは
〜
地がよく歩きたくなる﹂ 町

す︒ こ の 結 果 か ら も︑
﹁居心

講師に千葉大学の近藤克則
は︑暮らすだけで健康に過ご

た講演会となりました︒

教授をお迎えし︑千葉から中

すことができるということで

月 日に２０２０年度地

コロナ時代の健康なまちづく
継でご講演いただきました︒

かつのり

り﹂を開催しました︒
すね︒

本会場のイーグレひめじと
減少は確認されていません︒

認知症と社会的要因

サテライト会場６カ所をオン
遺伝子や生物学的な要因とは

これからの時代の

ラインで繋ぎ︑３密を回避す

考えにくく︑先進国で急速に
変化している社会的環
境や仕組みが要因の背
景にあるのではないか

本会場と
サテライト会場
千葉大学

とのことでした︒

受信
中継

また︑近藤先生の研

上歩く人が多い町では
認知症リスクや日常生
活動作の低下が少な
い︒②公園の近くに住

倍運動している

む人はそれ以外の人に
比べ

ことがわかっ ていま

今回のセミナーのイメージ

まちづくり

る新しい生活様式を取り入れ

も考えましたが︑今だからこ

新型コロナの影響から中止

域 包 括 ケ ア セ ミ ナ ー﹁ with

29

30

30

▲メイン会場のイーグレひめじ
▲網干市民センター

10

究結果から︑① 分以

▲講演する近藤先生

75

網干市民センター、他５カ所
サテライト会場

29
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イーグレひめじ あいメッセホール
本会場

地域の声に応え グループホーム
めが
認知症対応型デイサービス
スタート！

with

10

▲とってもいい笑顔！

心をひとつに！
みんなで頑張った
秋の生協強化月間

日にか

姫路医療生協では︑ ９
月 日から 月
けて秋の生協強化月間に
取り組みました︒コロナ
禍で思うように地域へ出
られない中︑各支部が工
夫を凝らし︑新しい生活
様式に基づいた仲間増や
しや出資金増やしに励ま
れました︒

加入に繋がっ たとお話があ
り︑日々のサービスの在り方
が新規加入の後押しになった

様︑コロナ禍での取り組み大

そうです︒組合員・職員の皆

事業所も︑事業所組合員率
変お疲れ様でした︒

香寺支部では感染予防
対策に気をつけながら地域訪
％達成を目標に奮闘しまし

間目標も達成 花田支部や高

問を行い︑開始早々一気に年

▲11名加入でたくさん実った小規模
多機能ホーム香寺の飾り

繋げようと取り組みました︒

域の方を招いて仲間増やし に

砂支部では班会を開催し︑地

対応サービ

巡回・随時

らは︑定期

山脇所長か

護の窓口﹂

し た ︒﹁ 介

間が増えま

くさんの仲

だ結果︑た

し取り組ん

開始︒訪問マニュアルを作成

かったため︑いち早く行動を

では︑未加入の利用者様が多

た︒居宅介護支援事業所香寺

︵月間推進委員長

からも頑張りましょう！

仲間を迎えられるよう︑これ

っていただき︑多くの新しい

う！そして姫路医療生協を知

くりも推進していきましょ

増やしと一緒に地域の健康づ

ックセットも持参して︑仲間

パンフレットや大腸がんチェ

す︒今後は健康チャレンジの

ンジは今からでも参加できま

ひょうごまるごと健康チャレ

チェック月間が始まります︒

ましたが︑これから大腸がん

秋の生協強化月間は終了し

様に喜ばれ

装コンテスト﹄には６名
のエントリーがあり︑各
々の仮装をステージで披
露していただきました︒
栄えあるグランプリには
魔女の仮装をした︑原つ
きのちゃんが選ばれまし
た︒
コンテスト後には︑コ
ンテスト参加者がパレー
ドでイベント会場から生
協本部と福祉介護センタ
ー ひ が し を 訪 ね ︑﹁ ト リ ッ

日︵ 土 ︶︑

地域サービスセンターでハロ
ク オア トリート！﹂ の呪文

月

ウィンパーティーを開催し︑

他にも︑子どもたちに人気

ＥＴしました︒

で事業所職員からお菓子をＧ

にご参加いただきました︒
今回のイベントの目玉﹃仮
だったのがバルー
ンコーナー︒組合
員の浅野順子さん
がウエディングド
レスの仮装をして

建物内ではワークショップ

田ファームの横治さんが販売

り︒バルーンの剣

︵香りのするアロマの石鹸づ

細長い風船を動物

で大はしゃぎの子

くり体験︶を職員の西村さん

する新鮮野菜がたくさん握ら

どもたち︑そして

に担当いただき︑こちらも大

や剣に次々に変身

それを見守る親御

盛況︒多世代交流の素晴らし

れていました︒

さんたちもにっこ

いイベントとなりました︒

させ大盛り上が

常任理事 笹野 真由美︶

スが利用者

50

総勢 名︵内お子さま 名︶

秋晴れの

▲東ブロックは支部合同で四郷町を訪問
り笑顔︒親御さん

防対策を徹底しています︒

介護事業所ボランティア
してみませんか？
姫路医療生協では︑現在
少しでも興味がある方︑
お気軽にお問い合わせくだ

介護事業所のボランティア
さんを募集しています︒

動内容は︑利用者さんの話

ゃるかもしれませんが︑活

変そうと思う方もいらっし

いただく場合がありますの

ボランティア活動をお控え

の感染拡大状況によって︑

なお新型コロナウイルス

さい︒

し相手やお茶出し︑お元気
で予めご了承

ボランティアと聞くと大

な方の散歩の付き添いや将
ください︒

☎ ︱

︱３３９９

地域サービス部

︻お問い合わせ︼

棋の対戦相手など︑ご自身
も楽しんでいただける活動
内容となっています︒
もちろん︑全事業所にて
新型コロナウイルス感染予

私のかんたん料理
ポテトサラダツリー
高砂支部
を入れて火にかける︒沸

付いたまま鍋に入れ︑水
６個

騰したら弱火にして

︻材料︵６人分︶
︼
じゃがいも
１本

分

きゅうり
ハム
個

６枚

たらザルにあげて熱いう

茹でる︒中まで火が通っ

酢

ブロッコリー

大さじ

大さじ３

お好みで

に潰し︑熱いうちに酢を

③きゅうりを薄切りにし︑

②ボウルに①を入れて粗め

ちに皮をむく︒

塩

入れ混ぜる︒

マヨネーズ

塩

塩をふって軽く揉みこん

④ハムを短冊切りにする︒

で置く︵５分程︶
︒
︻作り方︼

⑤水気を絞った③と④とＡ

居宅介護支援事業所ひがし
︵代表︶
☎ ︱ ︱３４６８

介護のご相談はなんでも
姫路医療生協のケアマネジャーへ

姫路医療生協に聞いてみよう

を飾って完成

ブロッコリー

トと湯がいた

り︑ミニトマ

⑥器 に 山 型 に 盛

混ぜる︒

を②に加えて

①じゃがいもは洗って皮が

ブラックペッパー少々

少々

大さじ９

ミニトマト

20
※初回に限り無料です
※要予約 相談希望の
方は、下記へお申し
込みください
姫路医療生協本部
☎(079)285‑3398

▲職員向け激励動画を作成
︵地域サービス部 平井 紗希︶

10

PM2:00〜4:00
地域サービスセンター
（姫路市大善町141）
協力 姫路総合法律事務所
（弁護士）
時間
場所

30

31

2020年12月１日 （４）
No.485
（５）

▲みんなかわいさ１等賞！

の手には夢前・芦

12月17日（木）
１月21日（木）
２月18日（木）

たくさん
笑顔
10

Ａ
⎩⎜⎨⎜⎧

！
そうだ

無料法律 毎月第３
木曜日
なんでも相談

11
!!

ハロウィン
パーティー
25

▲大盛況のバルーンコーナー
▲大人のお目当ては新鮮野菜

25

88

⁝

ます︒利用者様はご高齢の方

す︒私は広畑中学卒業です

せて楽しく参加していま

３Ｂ体操週１回音楽に合わ

のこととなってきました︒

費生活⁝を送ることが普通

を保ちつつ︑社会生活・消

ソーシャルディスタンス

︻問題︼二重ワクの文字を︑
Ａ〜Ｆの順に並べてできる言
葉は︑なに？
①サンタクロースの
ソリを引きます
④冬至の日のお風呂
⑦人間万事塞翁が⁝
⁝
⑧正月用品などを売
る市
⑩自分の家です
⑫那須与一は⁝⁝の名人
⑬手品よりは大がかりかな？
⑮食⁝⁝旺盛︒⁝⁝張り
⑯利己主義︒⁝⁝イスト
⑰余暇︒⁝⁝ランド
⑲ノックをして入ります
⑳就寝中のクセ
㉒奈良の大仏があるお寺
㉕似た者同士︒⁝⁝は友を呼
ぶ
㉖集まり︒映画の⁝⁝

％は腸内

高めることが大切です︒免

症と戦うためには免疫力を

新型コロナウイルス感染

細菌には優れた栄養源にな

りも栄養価が高まり︑腸内

ね︒発酵食品は元の食材よ

食は発酵食品ばかりです

疫を作る細胞の
ります︒

︻ＤＨＡ・ＥＰＡを摂ろう︼
ＤＨＡやＥＰＡは主に魚
に含まれる油で︑血液がサ

に定着しません︒それより

なってからはそれほど腸内

などを摂取しても︑大人に

が一番です︒特別な乳酸菌

には発酵食品を食べること

腸内細菌を良くするため

成分です︒

境維持のために欠かせない

良質な油は健康な腸内環

せるためにとても有効です︒

味な腸内環境をスッキリさ

ります︒便秘などで停滞気

の潤滑剤としての働きがあ

ラサラになる効果以外に腸

も自分の腸内にすんでいる
＊控えたい油
紅花油・サラダオイル・
綿実油・市販されている

現代人は乱れた生活習慣

サラダドレッシング等

富で脂肪も少なく︑肥満に
やストレスによって免疫力

酵食品を日常の食生活に取

日本では昔から多くの発

体︑居つきたくない身体を

イルスが近づきたくない身

す︒免疫＝疫を免れる︒ウ

の低下が指摘されていま

り入れています︒味噌や醤
作りましょう︒

㉗串に刺して焼いた鶏肉

①昼が最も短い日
②早口言葉﹁ナマムギナマゴ
メ⁝⁝﹂
③釣り⁝⁝︒クモの⁝⁝
④湯茶をのむ器
⑤中国王朝の一つです
⑥皮膚などがくっついてしま
うこと
⑨お祝いの言葉
⑪買わなければ当たらない宝
⁝⁝
⑭配偶者のことです
⑮牛乳＋乳酸菌の食品
⑯サンタさんの出入り口？
⑱家の最上部にあります
⑲建物の基礎
㉑片付け︒⁝⁝整とん
㉓無用の長物︒⁝⁝の大木
㉔⁝⁝の道はヘビ

︻応募方法︼
ハガキにクロスワード
パズルの答えを記入して
ご応募下さい︒抽選で正
解の方 名に図書カード
をお送りします︒あなた
の身近な出来事やニュー
スの感想などもお寄せく
だ さ い︒
︵読者のたより
コーナーに掲載させてい
ただくことがあります︶
※住所・氏名・電話番号
は必ずご明記いただき
ますようお願いします
︻応募先︼
〒６７０｜０８３３
姫路市大善町
姫路医療生協
地域サービス部
締め切りは 月 日です︒

油︑鰹節や漬物など︑日本

です︒

悩む方にもぴったりな食品

ます︒特に納豆は栄養が豊

せんが︑日本には日本古来

す︒ヨーグルトでも構いま

元気に保つことが大切で

１０００兆個の腸内細菌を

の発酵食品がたくさんあり

︻発酵食品を摂ろう︼

ょう︒

元気になる食生活をしまし

境を整え自分の腸内細菌が

に集中しているため腸内環

70

職場のホープ君
通所リハビリテーションあぼし
理学療法士

昨年９月に通所リハビリテ
が多いためリハビリによって

だい すけ

ーションあぼしに配属され︑
症状が劇的に改善する方はあ

いわ もと

訪問リハビリを主に担当して
まりおられません︒しかし︑

さん

います︒趣味は畑仕事です︒
少しでも元気になられた姿を

に向かって出かけました︒

が︑同級生の名が読者のた

無駄に恐れるのではなく︑

しょうこ

祥子

大輔

老後も元気でいるために頑張
見 る と︑ 私 の 励 み に な り ま

日︵月︶〜１月５日︵火︶までは年末年

暗くなる時間が早くなり
山は紅葉が色づき目を楽し

無料でしょうか？

よりに出ていたので懐かし

普段通りの生活を︑注意し

かわち

岩本

ろうと思い始めました︒まだ
す︒

頑張っていきます︒

ち前の体力で︑仕事と勉強を

経験年数は短い方ですが︑持

職場のみなさんと比べると

まだ初心者ですが今月は無事
にほうれん草を収穫すること
が出来ました︒
現在︑入職してから２年目
となり楽しく業務に励んでい

月のテレホンサービス
月曜日 目に異物が入ったら
火曜日 健康寿命とお口の体操
水曜日 慢性硬膜下血腫
木曜日 滲出性中耳炎のはなし
月

金土日 ＰＴＳＤ予防と新型コロナ
※
始のテーマを放送します︒
︻年末年始のテーマ︼高齢者の入浴中突然死
兵庫県保険医協会 健康情報テレホンサービス
☎０１２０︱９７９︱４５１

コロナ禍にあって出かけ
おっくう

ることが億劫になっていま
すが︑主人がドライブに誘

ました︒この間から３人で
ませてくれました︒帰り道

読者のたより

歩き始めたんですが︑毎日
の駅に立ち寄って買い物を

ってくれまして少し北の方

とは続きません︒週３回に
︵伊佐見百合子さん 広畑区︶

⁝主人に感謝！

分になっ ていま

分〜 分ほどです︒

時

しています︒ 時からが今
は
す︒
子どもが小学生の時︑埋
蔵文化財センターでまが玉

続けることが１日の頑張り
となります︒
づくりを体験しました︒も
年も前のこと︑懐かし

︵井内利治さん 青山西︶
う

︵匿名希望さん 京町︶

く思いました︒今でも入場

だんだん足腰も弱り歩行は

私は結婚して 年です︒
ゆっくりです︒しかし公民

く思いました︒同窓会でお

つつも続けていけられたら

館では︑うたごえ週１回︑

会いしたこともありました

な〜と思います︒

コロナ禍における
康
健 座
免疫力アップ
講
河内

43

︵みっちゃんさん 網干区︶

月号の答えと当選者
正解は
﹁イシヤキイモ﹂

31

15

ね︒３年７組のクラス会が
あればまたお会いしましょ
う︒

12

10

52

︵池永慶子さん 大津区︶

10

今回は 通の応募でした︒
以下の 名の方に図書
カードをお送りします︒
加藤きみ子さん
︵白浜町︶
熊本 昌子さん
︵大寿台︶
木村 哲郎さん
︵勝原区︶
渡辺 孝雄さん
︵飾東町︶
岡澤 節子さん
︵勝原区︶
行田 潤子さん
︵宮上町︶
山下美佐子さん
︵青山北︶
安藤 邦子さん
︵網干区︶
三木 愛里さん
︵太子町︶
三木 博子さん
︵太子町︶

10

28
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共立病院栄養課主任
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★
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リハビリスタッフ厳選

自宅でできる
フレイル予防
新型コロナウイルスによる自粛生活も少しず
つ緩和されていますが︑まだまだ気は抜けませ

テレビを見ながら筋力アップ体操

①椅子に浅く座り︑身体を反らさ

脚の曲げ伸ばし運動

①水 を 入 れ た ペ ッ ト ボ ト ル を 持

肩関節の運動

③左右それぞれ５回繰り返します︒

②ゆっくり脚を戻します︒

肩関節の運動

③左右それぞれ５回繰り返します︒

②ゆっくり腕を戻します︒

ち︑
写真のように腕を上げます︒

もも上げ運動

①⑴ と 同 様 に ペ ッ ト ボ ト ル を 持

ない様に脚を伸ばします︒

①椅子に座り姿勢を正します︒

※ももを上げる時に体が後ろに反

③左右それぞれ５回ずつ行います︒

②片方の太ももを上げて５秒停止︒

③左右それぞれ５回繰り返します︒

②ゆっくり腕を戻します︒

ち︑腕を前に上げます︒

らないよう注意しましょう︒

ポイント

運動する時は姿勢を意識

痛みや倦怠感がある時は無

理をしない

テレビを見る時間などを利

用し毎日継続して行う

最後に

買い物に行く際︑近所なら

歩いて行く︑エスカレーター

ではなく階段を使うなど︑日

常生活でも少し意識を変える

だけでフレイル予防に繋がり

ます︒

自宅でテレビを見る５分間

を運動に使ってみませんか？

ぜひ試してくださいね︒

︻お問い合わせ︼

︱

︱８０２１

デイサービスさろお

☎
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（1）

（2）

ん︒自粛生活で座っている時間や寝ている時間

効果的な体操をご紹介します︒
一日の中でも少しの時間を利用し︑運動を
行う事でフレイルは予防できます︒一緒にフ
レイルを予防していきましょう︒

注意点
椅子に座る時は背もたれから背中を離して
姿勢良く行いましょう︒
㎖のペットボトルに水

を入れて使用します︒過度の負担にならな

肩関節の運動では

〜第５回〜

榊 利光

今回は自宅でも簡単に出来︑筋力アップに

が長くなっていませんか？

としみつ

さかき

いよう︑水の量で重さを調整してください︒

体操で筋力アップ！
フレイル予防！

デイサービスさろお
理学療法士

