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誰もが安心して暮らせる町を！ 
 認知症の早期発見・早期治療および認知症を知り、やさしく見守る町づくりを目指して、

桑折町地域包括支援センターと藤田総合病院の取り組みについてご紹介します。 

  藤田総合病院 「認知症初期集中支援チーム」 
  作業療法士 野地マリコさん 

 「認知症初期集中支援チーム」とは、認知症が疑

われる方や、認知症の方及びそのご家族との面談や

訪問を通じてアセスメントし、家族支援などの初期

支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポー

トを行うチームです。 

 活動の一つとして今年度から、ふれあい・いきい

きサロンで認知症予防体操を一緒に行っています。 

  地域包括支援センター 林 智子 管理者 

 地域包括支援センターでは、認知症になっても安心

して住み慣れた地域で暮らせる町を目指して、「出張

オレンジカフェ」を開催しています。 

 「オレンジカフェ」とは、当時者だけでなく、家

族、専門職、地域の人々が集まり、認知症の理解を深

め、不安や偏見を解消していく活動です。 

 情報交換や心のケアも大切な目的になっています。 

出張オレンジカフェでお話を聞く 

林 管理者 

サロンで認知症予防体操を指導する 

野地 作業療法士 

  問い合わせ先 

 桑折町地域包括支援センター 582-1188 

 認知症初期集中支援チーム 

 藤田総合病院内 563-6763（直通電話） 

 月～金 9：00～16：00 

サ
ロ
ン

№ （開催地区） 

サロン名 予定日 
（開催場所） 

内 容 

1 
（下半田） 

いってみっ会 9/14(火) 
(下半田公民館） 
三味線演奏 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 9/15(水) 

(北部公民館） 
茶話会 

5 
（陣屋） 

和みの会 9/17(金) 
(ふれあい館） 
健康教室 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 9/15(水) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 9/16(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 9/10(金) 
(ふれあい館） 
茶話会 

11 サロンおいわけ 9/21(火) 
(追分町民会館） 
健康教室 

12 西町サロン 9/16(木) 
(うぶかの郷） 
歌謡ショー 

13 桐ヶ窪サロン 9/14(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 9/27(月) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 9/24(金) 
(久保八幡集会所） 
町のごみ削減教室 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 9/17(金) 

(うぶかの郷） 
三味線演奏 

17 成田サロン 9/20(月) 
(下成田公民館） 
日舞鑑賞 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
9/29(水) 

(六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 9/1(水) 
(内之馬場公民館） 

茶話会 

サ
ロ
ン
№ 

（開催地区） 

サロン名 予定日 
（開催場所） 

内 容 

21 
（伊達崎中屋敷） 

さくら会 
9/10(金)

9/24(金)         
(うぶかの郷） 
(中屋敷集会所） 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 9/9(木) 
(南方部会館） 
茶話会 

23 田町お楽しみ会 9/12(日) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 9/21(火) 
(上郡上代集会所） 
健康講座 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 9/25(土) 

(前屋敷会館） 
茶話会 

26 サロン南郷 9/24(金) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

27 サロン吉沼 9/13(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会 

28 サロン上成田 9/14(火) 
(上成田集会所） 
健康講座 

30 サロン松原 9/15(水) 
(松原公民館） 
茶話会 

31 
（西上） 

西上おげんき会 9/8(水)  
（北部公民館） 
DVD鑑賞 

32 道林サロン 9/5(日) 
（道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 9/20(月) 研修旅行 

Ａ 
（0歳ママのティーサロン） 

ぽかぽかクラブ 9/24(金) （ふれあい館） 
ママのリフレッシュ体操教室 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 9/9(木) 
（ふれあい館） 

みんなでランチ 

C 
（高齢者のための） 

健康マージャン 
サロン 

― お休み 

9月のサロン予定 ※ 予定は変更になる場合があります。 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 8月25日、9月15日（水） 

    11時～なくなり次第終了 

 場所 ふれあい館（北町75） 

 ★太陽学園は、障がいを持つ 

    方々の就労を支援する施設です。 

    収益金はその活動を支えています。 

    買い物袋と小銭をご準備ください。 

  ※コロナウイルス感染状況によっては中止。 

「あとがき」 
 オリンピックも無事閉幕し、メダルは58個
と過去最多の獲得数でした。あるメダリスト
の「練習が辛くて何度もやめたいと思ったが 
9割苦痛でも、残りの1割の喜びのためにやめ
られない」という言葉を耳にしました。私も
目標は全然違いますが、日々の小さな喜びの
おかげで頑張れていると思います。次はパラ
リンピックです。テレビに向かって熱い声援
を送りたいと思います。 K.I

 ※ 休会されているサロンにつきましては、再開が決まりましたら随時お知らせします。 



～調理パン～ 
塩バターパンや
カレーパンなど
食事向けのパン
です。 

 

 毎月1回開催している法律相談所は下記のように行います。相続や債務整理の方法など
法律に関する相談を受け付けます。事前に予約が必要なので桑折町社協（℡ 582-1155 
担当 角田）までお申し込みください。社協では随時福祉に関して総合的に相談を受け付
けます。お気軽にお電話ください。（1件の相談時間は30分で、無料となっております。） 

令和３年度法律相談予定日 会場（時間 9：30～11：30） 

8/17(火) 12/21(火) 桑折公民館(桑折町民会館) 

9/21(火) 1/18(火) 睦合公民館(睦合ふれあい会館) 

10/19(火) 2/15(火) 伊達崎公民館 

11/16(火) 3/15(火) 半田公民館(半田コミュニティセンター) 

令和３年度の法律相談所 

「薬の疑問を解決」6月21日(月)  
 サロン松原 代表 菅野朋子 さん 

「健康講座」7月30日(金) 
 やわたサロン  代表 阿部紀子 さん 

 コロナ禍で出かけることができない中、

私たちの良く知っている民謡で東北一周の

旅をしました。本当に思いやりのこもった

演奏でした。来年はもっとたくさんの会員

の皆さんとお聞きしたいです。 

サロンだより 
「夢弦大 和のひびき」7月18日(日)  
  ふじの会 代表 蓬田タイ子 さん 

「令和3年7月大雨災害義援金」募集しております 

 7月の大雨により、静岡、島根、鳥取、鹿児島、

四県に甚大な被害が出ました。被災された方を支援

するため、現在義援金を受け付けております。 

 日赤桑折町分区（やすらぎ園内社協窓口） にご持参

いただくか、右記の口座へお振込み下さい。 

 なお、町内会長様を通じて町民の皆様に義援金の

ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。 

義援金名 金融機関 
口座 

記号番号 口 座 名 義 

令和3年 
7月 

大雨災害 
義援金 

郵便局・ 
ゆうちょ
銀行 

00110-9-
604276 

日赤令和3年7月 
大雨災害義援金 

東邦銀行 
南福島 
支店 

普通 

612587 

日本赤十字社 
福島県支部 
支部長 内堀雅雄 

 普段から、不安に思っていても、中々聞

くことができなかった薬に対する疑問を、

とても丁寧にわかりやすく教えていただき

ました。これかもお薬について相談させて

ください。 

 認知症初期集中チームの野地作業療法士に講演いただき

ました。これから先、認知症になるんじゃないかという不

安もあり、とても関心をもって、楽しくお話をお聞きする

ことができました。認知症になるのを防ぐために教えてい

ただいたゲームや体操をしていきたいと思います。 

保原薬局 
薬剤師 
坂本さん 

夢弦大の
みなさん 

体を使ってジャンケンポン 

 高齢者疑似体験を小学生が新聞にしました 

醸芳小学校 5年  緑上 舞香さん  

 「私たちは、おじいちゃんおばあちゃん

に何をもらっていたのかな？」 

 私たちはおばあちゃんやおじいちゃんに

大切な知恵をもらっていた。 

 私たちもおばあちゃんおじいちゃんにな

ると、知恵を継ぐことになる。              

睦合小学校 6年  松崎 椿妃さん  

 「高齢者疑似体験」 

 落ちてしまったお金を拾うのが、とても大

変でした。高齢者の方は毎日こんな思いをし

ていると思うと大変だなと思いました。 

 高齢者の方々には、せかさず、ゆっくり、

やさしく接しましょう。 

登録ボランティアの皆さんへ 

 醸芳小5年生、睦合小6年生から、高齢者疑似体験のお礼の手紙と生徒さんが作成した新聞が

届きました。 

 上記の他にも新聞、お手紙（一部）を社協ホームページとふれあい館に掲示しておりますので、

ぜひご覧ください。今回経験したことが、高齢者、障がい者の方々が安心して暮らせる町づくり 

に活かせることを期待しています。 

 ボランティア登録を継続していただきありがとうございます。 

 今回残念ながら継続されなかった方も、また機会がありましたら再登録を心よりお待ちし

ております。 

 なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況をみながら、ボランティア研修を企画しており

ます。楽しく実になる研修にしたいと思いますので、もし良いアイデアがありましたら、ボ

ランティアセンターまでご連絡ください。桑折町ボランティアセンター 市川（581-0255） 


