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9月198

介&巴~SよりJ

10月 4巴

10月 9巴

平成16年 2月24日

(2004年)

5月25日

12月 11日

平成17年 3月178

(2005年〉

介護テーマの映箇「折り梅」実行委員会が立ち上げられる.

町民センターで詰写会を関き町民の理解を得ることを計画した。

読写会では、箇力委員、役鑓事務局の職員とで涙して観る.

夜中O時、知人に起こされる.雨の中、老婆が歩いていると母探しても見えす、せだな司監

察に救勧=今俳佃に家族泊守苦しむ。近所、泊爆の見守りに感謝する.

映画「折り梅J4田上映〈町民センター).チケット売り上げ1. 176校渡島、植山

の各町からパスカ明日来てくれ、関係者一同感謝。

今金町健康フェアに痴呆性の家族介穫の体厳発表。豊田の山本豊さん、田代の岸本寿子さ

ん、稲穏の早坂美恵子さん〉同席した松井久子監箇が感激.この話は全国に紹介するとお

していだ.

折り梅の監督訟井氏とのシンポジウb...ふれあい交流会(町民センター〉町民とも親し

く交流.

第4固映画「折り梅」今金上映実行委員会事業報告一山本豊委員畏(町民センター)

弛輔購鱒轡断書錦絵職金

股立記怠鱒演会講師 :11野新平氏(北海道ぽけ老人を支える家族の会、名省会長〉

立野先生には3度も来町してご指導を頂いだ。映画「折り梅」今金上映実行委員会より折

り梅基金として206. 587円の寄付を頂く.

一役員l草次のとおりー

会長:岸本畿仁、副会長古谷淳子

会計:山本豊

監査 :ED中露鑑、久保田庄一

幹事:浜田邦男、早坂一男

広報:皐板美恵子、岸本理事子

別称 『おたがいさ司書」 と1Jlll/5¥ことに決まる。

.， 
由来司痴呆性の高齢者の介護する苦しみを分かち合い、また明日l立我が身で「おたがいさ

ま」、地爆づくりを目指すωち「おたがいさまJ• 

金通慮。電弘を衰える葱鍍@魯窪媛繊盆が登別で開催され北海道49番目に仲間入りする。

「おたがいさま」を紹介して太姐手を受ける.

金原婦人会にて痴呆住の勉強会を実館。

講話(保健師〉、体厳談発表〈岸本会長、古谷さん)をし、参加者に裁が易の如く聞いて

もらい感謝。

『事笥頗す曹人と共に穆む倉』と征疫濠倉 (保健センター〕

灘戸会長、中符事務局長を迎え、貴重な話を聞く.

終了後、 「グループホームすえひろ」見学会に行く。
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5月27日

5月31日

8月26日

10月28臼

平成18年 2月17日

(2006年〕

5月118 

6月 9日

6月10日

7月26日

1 1月10巴

12月108

平成19年 2月16臼

(2007年〉

5月10臼

〈介~臼記より〉

5月30日

7月12日

6月~8月

(Î'~日記より)

9月 38

、介~日記より

9月27日

10月 17日

事威 7毎圏E お渇温情宮電IÀ奄衰え~憲態@舎定結議会 (旭Jl I市)

※以下、全道定期総会・研修会とする岸本会長、早坂さん出席.岸本会長が議長を務める.

「特別賞護老人ホーム豊春園」僧改築に伴う要望書を外崎秀人町長へ提出する。

金積書属官..おたがいさまaを先行.各纏凋団体の代表者と会員に配布。

『竃知奄測るJ，)，.ーラb.

かでるホールで開催。 11名参加し講演、介護体験発表を翻き、勉強してくる。

今金町主催「共に支えられる地震を目指して」講演会:岩見末市先生

おたがいさまの会に重要加し、行政との協力の重要性を感じた。

定渇‘会 名称が“今金町認知症家族・介護者の会..Iこ蛮更

寧.18年11傘遁定鎗鎗重量・研修重量 〈鹿追町)

古谷副会長出席。 rおたがいさまJを紹介する。

通商フロョタ碗修傘を今金町民センターで開催。

11011支部1市7町から参加者133名あり全道5会渇の中でー醤の盛会。発足初の一大イベ

ントであり行政、社協、各団体から支鍾を受ける。

今金町健康まつりにて会のPRを行う。会への関山の高さをal!めて実感する。

介護で悩んでいる人、会員、包括職員とで集いを行う。

介護の太変さを語り合い、庸の荷がおりたと喜んでくれた。

ミエ出磁相般会を会長宅で行う.

介護で悩んでいる人と会員3名で実施.書lまれる。

怠鱒鎗金

保健福誼課長より、今金町の高齢者人口が、 1. 800人を超え3人!こ1入力電高齢者。

参加者28名。

度重なる俳個に図り、~凋に新定に鍵をつけだり、いろいろやったがベランダから出る。

感情の起伏カ激しくなり大変になる.

:t~植山区から3名の方が会の活動や運蛍の様子を知りたいと来町する。

おたがいさ奪第

社悔の窃力を得て、認知症予防につながる体操〈頭の体操など〉、ゲーム等を行う.

会員に誘われ、おたがいさまの会!こ入る。何回かの集まりで小規模多櫛能ホームすえひろで

3ヶ月お世話になる。

すえひろ!こ通うが介穫が大変になり、近くの施訟に空き力電ないので大成のグループホーム

灯りに入所する.ひと安I~

事~Bとがいを*邑暢@磁修

ゆとりある介護のためにくだもの狩り(壮瞥コカワ園〉 伊達市関箔記倉、普光寺見学。

とても楽しく良い勉強になった。参加者19名.

道商フロ:誹告書砺修会 〈八雲町)

シルバープラザで各支部の活動紹介発表。

中島先生(精神神経科医)の講演を臆く。

おだがいさまの活動を発表する。
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金遁定m・.-0重量 (}工創市〉会員力可Bめて多加。町のパスを借り、参加者16名。

句史食ヨ~.II指.(>>縛』 講師:沢田守氏.沢田氏が言った言葉【 1 日 5包笑うl.

道陶フロ~タ碩惨傘 〈七飯町)

全道大会や研修会は男性わt僅かで介護は皆でやらないと大変。もっと男性の参加を望む。

『トントン切りS置きで'よ』作蔵.普段の例会や集いに家事や仕事で欠席する会員!こ全国と

道組鱒の広報記事を切り掻いて認知症の情報としてお居けする。

『合・uぉ&l'lち脇座J.・I(町民センター2聖書〉

福祉周異のメーカーを招き講座を開催。とても参考になり、まだ、次の畿会があれば良いと感

じた.

1 1月10日 この白、豊寿周に入所する.スタッフにお世話になっている。以来、毎年8月の夏祭りに多

平成20年 2月14日

(2008年〉

7月 4日

1 1月

12月11日

平成21年 2月16日

(2009年〉

6月19日

7月13自

に介護臼記より〕

平成22年 2月 4日

(2010年〉

5F.l28日

7月22日

1 1月 1日

1 1月 4日

...  ザポーター醤繊歳竃 (としべつ保健センター〉

「おたがいさま」が一般町民を対象に開催、キャラパンメイト北村さんの講演あり.

参加者34名。

会渇から質問があり、関』邸度の高さを感じる.

道南フロック研・重量 (森町〉

1市8町の5分間スピーチで活動報告.講演.穴橋氏(特老施綾毘

今金町認知症家族介護者の会「おだがいさま」が広報いまかね11月号で紹介される.

リフレッシュ研修 (クアプラザピリカ)

"'" ¥. .， 
d 

孫2人を連れて参1Ju。ちび遣もカラオケで敬い、会渇を盛り上げてくれた。

金・・A町曾学級 〈金原基幹集望書セッター)

講師 :北村さん認知症について学ぶ。参加者から大変喜ばれまレた.参加者19名

通商フロック碩・重量 (函館大学〉

各支部の発表は勲I~な取り組みカ可感じられ、これが社会全体に浸透できたら、と思われる。

グループホーム灯りからとしべつに入所.この頃から1人で歩くことは困難になってくる.

会員の懇志で茶道のI~得、お茶会を開き、新曹のお茶をみんなで楽しむ.

L 介護巴記より〉 加し、楽しい時を過ごしている。

平成23年 2月17日

(:)'t-[童日記~りノ

(2011年〉

6月 7日

6月25巴

10月 68

10月 19日

エンジョイ金僚にて介護縫駿蓄の体厳発表をする.
6 

』、
M .. 

. 調権i.tlrt-タz 偉績民主 (今金中学校〉

キャラパンメイト古谷さん.学校での開催は初めてです.

講座の犠子は「学校だより今中」に掲載される.

lDQIl<<)人と換に寄ら.まち:f<:O藤修重量
現在、介護者2人の発表。 90余名の会鑓からの反留は大きかった。大盛会.

tt・コヵヮ・o<だちの狩り

家業を11れ他人(ひと}搬の作つだ収穫物に触れる別世界はすごく楽しかっtE.o

・. .  ザポーターE明綱臨!(崎山北高校)

q
u
 



12月 18

平成24年 5月26臼

(2012年〉

9月 7巴

家庭看護、福祉選択奮15名参加キャラパンメイト

北村さん、会員4名が参加。生徒は真剣であった。

リフレ~シ2研修重量 (クアプラザピリ力)

初めて参加しだひとより 会食をしながら体験を聞き、歌をE買い、 I~を癒すこと力電できた。

傘湛定鴻鎗傘・研修重量 (小梅市〉参加者15名

手話潜語講師:締家とんでんへい氏

『笑って鮮を深めましょう!n 笑顔で帰宅

.，.ザボータ 品(今金中学校〉

2年生力穆加。素晴らしい感想文をもらう.

的等改主治正期総合研障会晶査証書
北海道盟担Eの人を主える車植の幸

10月30日 .賓隆司歩調Rータ--僅 (楢山北高校〉

グループワークで学生に体厳談を話し、質疑応答も。生徒の真剣な姿にびっくりした.

1 1月 遭爾フロ~タ研修重量 (北植山区〉

〈官設発表を喝して まだまだ認知旋が理解されていない中で普通の病気と同じ機に認め合えたらいいなと思う。

平成25年 7月 5日 道南フ白羽タ覇修重量 〈森町)

(2013年) r幸せどつだなあ」と思える人間関係をつくる事が大切である。家族が認知症になったお

市 E完売衰を間いて) かげで家族との距磁力It)ffくなったとの話も聞き、感謝の山の大切さを知ることお宅できた.

7月 12日

7月23日

10月168

12月 6日

平成26年 1月108

(2014年)

2月 7日

国立篤院後構函館病院院長~“笑う門に福来たる"

大変I~に残る講演であっ足。いつも元気で老いにも負けない、病にち負けない自分でありたい

と思う。

-盆ザポーター蟹続Il!!C今金中学校〉

3年連続で開催。生徒、教師53名出席.関I~度は感想文からも伝わってきだ.

lIe・0研修ーザクラン添濁り 参加者27名

会員、包話スタッフの方と楽しみました.コカワ園は棋の15iどうがいいなあ-.

「認知症を正しく理解する講座J開催〈纏山北高綬)

家庭看護、福祉選択の生徒 27名多加会員5名従事

リフレ~SI'.:l.研修 〈クアプラザピリ力)

食べて敬っておしゃべりして、温泉!こ入り、毎年楽しみにしている会員が多い。

おた抗、耳障@齢、

お正月を過ごした犠子を話し合った。ひと山超えた人遣が多く、楽しい新年を迎えた模憾。

~<ら申書..，<~

第7回集いにて20名参加.

さくら餅作りを楽しむ。さくら餅を図み、各自の1年を話し合った。
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編集後記

会員みなさんの思いをよせながら活動して十年経ちました。各方面の方々から

細やかなお世話を戴き、節目を迎えることができました。心から感謝とお礼を申

しよげます。

創立十年の節目を迎えるにあたり、会員の皆さんが毎月の例会、研修会やパス

による研修など、一番心に残っていることを一件50字程度の短い文書で五件位

を限度に書いてちらうことにより、活動の流れや足跡が自然に摘さ出ぜるだろう

と話し合って原稿を依頼し、 fおたがいさま十年の歩みJを発刊することとしま

した.

お蔭様で皆さんのごf盟事とご協力を競き満足する原稿が揃い、会員有志の手に

よる印刷や郵便強差することができました。

全道150団体の仲間と今金町内全世帯の皆さまにお届けして読んでもらい、

今後一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

末尾になりました。今金町保健福祉課・地域包括支援センターの皆さんに一方

ならぬお世話になり厚くお礼を申し上げます。

平成27年 3月末日

今金町認知症家族介護者の会『おたがいさまj

会長岸本義仁


