福祉グループ☎０７９︵４３５︶２３６１

幸︵ゆき︶ちゃんカフェ

大切な人が認知症になる
…
戸惑いと不安︑悩みと混乱 …
︒
家族だ けでの介護には限界がありま
す︒介護保険制度など社会的支援以外
にも︑専門職や地域住民の輪が広がっ
ています︒

認知症の人や
家族の安心のために
日頃の思いや悩みを語り合い︑介護
のヒント と安 心感を得 られ る場です︒
お気軽にご参加ください︒
▼日時 毎月第２土曜日
午後１時 分〜３時 分
▼場所 幸ばあちゃんの家
▼費用 １００円
▼問合せ 播磨町地域包括支援センタ
ー
☎０７９︵４３５︶１８４１

認知症家族の会

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して
▼問合せ
認知症は特別な人に起こる他人事ではなく︑誰にでも起こりうる
脳の病気で︑ 歳以上の高齢者の４人に１人は認知症またはその予
備軍と言われています︒
認知症になると記憶力が低下したり︑今まで出来ていたことがで
きなくなったり︑仕事や生活に支障がでてきます︒
しかし︑周りの人が認知症という病気を正しく理解して︑認知症
の人や家族を支える手立てを知っていれば︑認知症になっても住み
慣れた地域で穏やかに暮らしていくことができます︒

こんな場所にも
﹁物忘れ相談プログラム﹂

認知症サポート店とは︑認知症サポ
ーター養成講座を受講した人を店舗や
窓口に配置し︑認知症の人への適切な
対応に努める企業などです︒町内のサ
ポート店は現在 事業所︒兵庫県ホー
ムページや︑社協入り口にて掲示して
います︒認知症サポーター養成講座を
受講し︑認知症サポート店として登録
しませんか？
▼問合せ
播磨町地域包括支援センター
☎０７９︵４３５︶１８４１

広がっています！
﹁ひょう ご認 知 症サポート店 ﹂

認知症サポーターとは︑
認知症について正しく理解
し認知症の人と家族を温か
く見守る応援者です︒地域
や団体︑５人以上のグルー
プを対象に講師を派遣しま
す︒
▼問合せ
播磨町地域包括支援センター
☎０７９︵４３５︶１８４１

認知症サポーター養成講座を
受講して︑あなたも認知症サ
ポーターになりませんか？

誰もがなりうる病気 …
だからこそ︑正しい理解が必要

播磨町南野添3−16−7
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認知症に関する相談︑認知症の人も
ご家族も気軽に立ち寄れる場所です︒
一人で悩まずご相談ください︒
▼日時 毎月第４金曜日
午後１時 分〜３時 分
▼場所 幸ばあちゃんの家
▼費用 １００円
▼問合せ 播
磨町地域包括
支援センター
☎ ０７ ９︵ ４
３５ ︶ １ ８ ４
１

▲地域包括支援センターは、播磨町福祉
しあわせセンター内にあります

物 忘 れ 相 談 プ ロ グ ラ ム はゲ ー ム 感 覚
で︑あなたと共に何十年も働いてきた
﹁脳﹂の健康チェックができます︒定
期的に行うことで︑認知症の早期発見
につながります︒
播磨町内には︑８か所に﹁物忘れ相
談プログラム﹂を設置しています︒所
要時間は約５分ですので︑お気軽にチ
ェックをしてみてください︒
▼設置場所 役場第１庁舎︑土山駅南
交流ス ペース︵きっず なホー ル︶︑福
祉会館︑野添コミセン︑東部コミセ
ン︑南部コミセン︑西部コミセン
中央公民館は︑窓口に声をかけてく
※
ださい︒

山陽新幹線

※幸（ゆき）ちゃんカフェ、認知症家族の会は、新型コロナウイルス感染症防止のため、
中止する場合があります。
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播磨町福祉しあわせセンター

播磨町駅

認知症サポー▶
ターの目印、
オレンジリング

▲オレンジ色ののぼりが目印です

▲事前登録者には、靴や杖などに貼れる
反射素材のステッカーをお渡ししています

※地域包括支援センターでは、播磨町で活動する
認知症ボランティアを募集しています。

東播認知症教室

22

播磨町認知症高齢者等の
見守り・ＳＯＳネットワーク
事業

JR土山駅

▲物忘れ相談プログラムでセルフチェックができます

ご自身や家族が認知症と診断され
﹁認知症ってどんな病気？﹂﹁この先
どうなるの？﹂﹁家族はどう関われば
いいの？﹂と疑問や不安を抱えていま
せんか？ ご本人やその家族︑支援者
など︑認知症に関わる方々を対象に認
知症教室を開催します︒

☎079（435）1841
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播磨町役場
山電播磨町駅

30

至新島
喜瀬川
県道明石・高砂線

国道250号線
明姫幹線

大中
交差点

国道２号線

大中遺跡
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地域包括支援センター

認知症などの病気により︑行方不明
になる可能性のある人などを︑関係機
関やネットワーク協力事業所と連携
し︑日頃からの見守りや︑行方不明に
なった場合に速やかに発見するため
に︑事前登録を勧めています︒
ご希望により︑地域包括支援センタ
ーに配置された認知症地域支援推進員
︵専門職︶が︑一人ひとりの状況に応
じた地域での見守り方法を支援するこ
ともできます︒
▼事前登録申請先 福祉グループ
☎０７９︵４３５︶２３６１

地域包括支援センターは高齢者やそのご家
族の相談窓口です。些細な事でもかまいませ
ん。認知症のこと、介護や福祉など何でもご
相談ください。専門職が対応いたします。

65

▼日時
月 日㈭
午後１時 分〜３時
▼場所 役場第１庁舎３階ＢＣ会議室
▼講師 小野 範子︵いぶ き薬局土山 店
薬剤師︶
▼申込み・問合せ 加古川医師会
☎０７９︵４２１︶４３０１
福祉グループ
☎０７９︵４３５︶２３６１

ひとりで抱え込まず、相談を

播磨町認知症地域支援推進員だより

その後︑近所のＮさんはすぐにかけ
つけ︑Ａさん行きつけの美容院までつ
いて行く事にしました︒Ｎさんはカッ
トとカラーリングが終わる頃︑美容院
から連絡をもらうよう取り計らい︑再
度迎えに行って無事に２人で帰宅した
ことを娘さんに報告しました︒

娘さん ﹁今︑お母さんが一人で〇〇
美容院に行くと言って電話を切って
しまったので止めてもらえません
か？﹂
近 所 の Ｎさ ん ﹁ わ か っ た ︑ わ か っ
た︑様子を見てくる﹂

娘さんは焦りました︒大慌てで近所
のＮさんに電話をかけました︒

Ａさん ﹁明日コミセンの集まりがあ
るから美容院に行ってくるわ﹂
娘さん ﹁一人で行く事は何カ月もな
かったよね︒こけたり︑道に迷った
りしたら危ないからやめておい
て！﹂
Ａさん ﹁大丈夫︒行ってくるね︵ガ
チャッ 電話の切れる音︶﹂

播磨町の認知症家族の会で聞いた︑ご近所さんの活躍について紹介します︒

認知症で一人暮らしの播磨町在住Ａ
さんは ︑デイサービ スやグラン ドゴル
フ︑コミセンでの集まり︑認知症カフ
ェなどに参加しながら元気に暮らして
います︒ただ予定を忘れてしまった
り︑書類の整理ができなかったり︑た
まに幻覚︵見えないものが見える︶こ
とがあり︑大阪に住む娘さんの支援を
受けながら一人暮らし生活を続けてい
ます︒そんなある日 …
娘さん ﹁コロナの緊急事態宣言が出
てから︑移動するのがよくない気が
して︑しばらく母の家で同居してい
たのですが︑そろそろ自宅に帰らな
くてはならなくて︒母がまた元の一
人暮らしに戻れるか心配していま
す﹂
推進員 ﹁娘さんが帰省することで Ａ
さんが﹃しっかりしなくちゃ﹄と意
欲が出るかもしれませんよ﹂
そんなやり取りがあった３週間後︒
娘さんが自宅へ一時帰宅する事となり
ました︒娘さんがＡさんの様子を心配
し電話すると …
︑

成年後見制度を考えてみませんか

きれいになったＡさんは︑翌日︑は
つらつとコミセンの集まりに出かける
ことができました︒近所のＮさんの気
転とやさしさで︑娘さんはどれほど安
心されたでしょう︒また︑Ａさんの外
出への意欲も保つ事ができました︒
このように︑近所だから︑顔見知り
だからできる手助けを必要とされてい
る認知症の方や家族がたくさんいま
す︒

▼問合せ 総合相談窓口︵福祉会館内︶☎０７９︵４３０︶６０００
■成年後見制度とは
認知症や知的障害などによって︑物事を判断する能力が十分でない状態の
人や︑将来の判断能力の低下を不安に思う人のために︑財産管理や必要な契
約などを行う援助者を選び︑法律的に援助する制度です︒

成年後見制度の利用に際しては︑判断力の状

もあるし︑将来が不安︒

・最近︑年を取って物忘れ

■こんな不安や悩みはないですか？

態により︑
﹁補 助﹂
﹁保 佐﹂
﹁後 見 ﹂ の ３つ の 類 型

入院の手続きなどに頼れ

■成年後見人などの役割

があり︑医師の診断書や家庭裁判所の調査によ

る人もいない

判断能力が不十分である人

いなくても困らないよう

り決定されます︒
▽補助
判断能力が︑著しく不十分である人

に︑お金の管理や福祉サ

・知的障害のある子が私が

▽保佐
判断能力を常に欠く状態にある人

不安な状態は前向きな方法によって解消した

認知症地域支援推
進員の中村です︒
播磨町の皆さん
と協働し︑認知症
の人とその家族を
支えるための活動を推進していま
す︒

〜いろんな立場から〜

〇同じもの忘れ︑同じ症状がある
からこそわかる︑認知症本人の
気持ちの理解
〇時間と気持ちに余裕があるシニ
ア世代だからこそできる日常の
見守り
〇介護経験があったからこそでき
る介護者家族への共感
〇判断力︑行動力がある若者世代
だからこそできる支援方法の発
信︑情報収集︑開発
〇学校・会社からの帰り道︑ウォ
ーキング︑子どもの送迎︑配達
など毎日通る道だからこそ気付
くいつも会う人の異変

それぞれの立場で︑できる範囲
からサポートの輪を広げていきま
しょう︒
▼問合せ 認知症地域支援推進員
への連絡や問い合わせ先
播磨町地域包括支援センター
☎０７９︵４３５︶１８４１

ね」と伸びをするＸさん。お元気そう

▽後見

大切に尊重しながら︑一

いもの︒誰にでも︑幸せを感じられる暮らしを

積もりを取り、剪定を依頼しました。

ービ ス の 契 約 を し て く れ
る人を見つけたい
・将来は一人暮らしをしたい︒でも︑障害のた

方で必要な権利を守れる

めざす権利があります︒成年後見制度について

してくれていた植木屋さんに相談し見

そ れ ぞ れ ﹁ 補助 人﹂
﹁保 佐 人﹂
﹁成 年 後 見 人 ﹂
が選任され︑援助を行います︒援助の範囲は類
型とご本人の希望により異なります︒

ら︑手伝いや代わりにしてくれる人がいると

め︑お金の管理や難しい契約がわからないか

制度を利用しながら暮ら

いいのだけれど

しかし︑どの類型でも︑
し て い く ﹃ 主 役 ﹄ はご 本

ように考え︑サポートし

正しく知ることは︑不安を安心に変える一つの

を越えています。そこで毎年手入れを

社会福祉士 森保純子さん （森のすず社会福祉士事務所、
兵庫県社会福祉士会 ぱあとなあ兵庫会員）
「東播磨エリアを中心に、成年後見業務や福祉相談を行っ
ています。播磨町の皆さまが、住み慣れたこの町に、ずっと
安心して暮らしていただけるよう、お話を伺いご一緒に考え
てまいりたいと思います。お気軽にお越しください。お待ち
しています」
で何よりです。

人です︒ご 本人の思いを

ていきます︒

手段になるでしょう︒

した。確かに立派に伸びた枝が隣の塀
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サポートの輪を広げ、認知症になっても住みやすいまちを一緒に目指していきませんか。

庭に出て「木が伸びたね」と話されま

専門職相談員さんってどんな人？

翌月、すっきりした庭で「きもちいい

▲ひょうご認知症
サポーターステッカー
▲幸ちゃんカフェに集う皆さん

『成年後見相談』を月２回開催しています。成年後見制度の
仕組みや利用について、気軽に説明を聞くことができます。
相談は、毎回10：00〜16：00までで、予約優先です。相
談日は広報はりまの相談窓口のページに掲載しています。
▶今後の相談日 10月 ６日（火）、23日（金）
11月10日（火）、28日（土）
〇月×日

Ｘさん宅訪問。

福祉会館で『成年後見相談』が始まりました
成年後見人すずさん活動記①

