今年の文化祭は、昨年同様舞
台発表と作品展示を１カ所にし
て開催しました。来場者も１７
０人で、昨年より多くの方で賑

出演・出展をしてくださった

わいました。

皆さん、ご来場いただいた皆さ
ん、そして、当日お手伝いいた
だいた皆さん、ありがとうござ
いました。来年も楽しい文化祭
にしましょう。

認知症Ｑ＆Ａ
Ｑ

回答はグループホーム
虹の家しおかぜ所長

大澤千恵子 さん

少ない高齢者は、排便リズムが
不規則になり、便秘になりやす
いのです。便秘は、イライラ感
を引き起こし、落ち着きのない
行動につながることがあります。

が出たかどうか？」を思い出そ

知症でなくても「今日便

年を重ねてくると、認

ん。そして周囲の者が、高齢者

や臭いで把握するしかありませ

トイレから出た後の便座の状態

ません。便失禁したかどうかは、

も、正確に把握することはでき

思われたら、トイレに案内して

記録や症状から排便かな？

で伝えることができないのです。

知症高齢者は、そのことを言葉

行動をする場合もあります。認

和感があって、落ち着きのない

また、排便前には、お腹に違

う と す る と き、「 あ れ は 昨 日

の排便を認めた日時や便秘をし

認知症高齢者の健康管理﹁排便﹂について
教えてください？

今朝だったか

と

だ っ た か な？

す、いも類の摂取、運動など工

便秘の予防には、水分を増や

でしょう。

な？」とあいまいなことがあり

ていないか？

下痢をしていないか？

な

便座に腰かけてもらうのもよい

Ａ

マジシャンこうじショータイム
みちづか入居者さんの見事な合唱

便は固くないか

ませんか？

？

どの情報共有が必要になります。

認知症になると５分前、１時
間前の出来事を覚えていないの

記録をしておくとよいでしょう。

ような食堂になるよう、無限の

地域でつながる﹁こども食堂﹂
の輪を広げていきましょう
日㈫、２回目のこども

可能性を秘めた大田のこども食

２月
食堂を開催しました。場所は今

堂の今後に期待したいです。

人とこちらもたくさんでした。

当日参加してくれた方が感想

を寄せてくれました。

大田病院奨学生）

安心できる︑
頼りになれる場に
私が子どもの貧困やこども食
堂に興味を持つきっかけになっ

ばと思います。

（参加者）

浸透しつつある「こども食堂」。

児童の貧困対策として全国で

自身にも２歳の娘がいます。自

る子どもがいるというもの。私

みが入ると、体重が減少してい

た。夏休みや冬休みなど長期休

になりました。

堂を立ち上げたいと考えるよう

るようになり、職員でこども食

増えている」こんな報道がされ

とした食事ができない子どもが

「貧しさのため、家でちゃん

どんどん来てください

先日、大田で２回目の開催とい

分の娘が…と置き換えて考える

たのは、たまたま見た記事でし

うことで、微力ながらお手伝い

と、私に何かできることはない

ここでは、親と子、親と親、

りになれる場になったらいいな

と家族にとって安心できる、頼

たい。このこども食堂が子ども

ＯＳを言えるような場所を作り

子どもだけではなく、親もＳ

人に来てほしいと思っています。

ます。継続してどんどん新しい

に楽しそう。それにも驚いてい

食べるだけなのに、みんな本当

少し遊んだあとおいしい食事を

間に実現し、もう２回開催！

職員が何人もいて、あっという

仲間に話したら、同じ思いの
をさせていただきました。職員

かと思いました。

子と子、親子と社会、さまざま

と思い活動しています。みなさ

ることができました。

ども食堂の必要性を強く実感す

なつながりが生まれます。すべ

（スタッフ）

んの力もぜひお貸しいただけれ

子連れの方もいらっしゃり、こ

とそのお子さん、そうでない親

こども食堂に参加して

（医学部１年生・

回も城南医薬保健協働の会議室
です。何人くらい来てくれるか
なぁ…と思っていましたが、な
人

１
５

も来てくれました。スタッフも

んと子ども 人、パパママ

２
１

ての方が気軽に食事を楽しめる

（大田区大森東４－18－３）
�大森東周辺で「こども食堂」として場所を貸していた
だける方を探しています
�詳しくは 生協本部 3762－0266 横山まで

第４回～６回の開催日程が決まりました

て、楽しく食事をします。

﹁宿題外来﹂︵無料

塾︶当面の予定

毎月第２水曜日の

時～

時、

した。次回も楽しく宿題をやっ

くらめし」（炊き込みご飯）で

くみんなでお食事。今回は「さ

をやりました。宿題の後は楽し

小学生２人が参加、楽しく宿題

３月８日㈬、第１回目を行い

日・５月

日・６月

日）。参加費はもち

６２ ０２６６）まで

詳しくは生協本部横山（３７

き込みごはん」も出ますよ。

ます。宿題をやって、毎回「炊

教員ＯＢがいっしょに見てくれ

の用意をしてお越しください。

学生の皆さん、宿題や自己学習

ばいいな…〟という小学生・中

〝宿題を見てくれる所があれ

ろん無料。

日・７月

（４月

﹁宿題外来﹂
︵無料塾︶
がスタート

ゆたかの家︵ゆたか診療所３階︶
で

「こども食堂」

場所はゆたかの家で開催します

１
０

2月18日㈯ 池上会館

が特徴なわけですから、本人に

夫してみましょう。

－

舞台出演 12グループ
展示作品 14グループ

水分摂取量が少なく、運動が

�誰でも参加できます
�時間 いずれも午後５時30分～７時（途中入室、途

中退出大丈夫です）
�場所 城南医薬保健協働会議室

１
２
１
２

地域にチラシを配って参加を呼びかけています

１
４

５月16日
（火）
６月20日
（火）

１
９

!!

４月18日
（火）

第４回は

元気いっぱいの子どもたち

59分39秒
60分10秒
60分13秒
61分35秒
63分33秒
64分43秒
66分11秒
70分52秒
85分15秒

18
19
20
21
22
23
24
25
26

第５回城南文化祭開催
排便があったか否かを質問して

９ 51分36秒
10 51分52秒
11 53分25秒
12 53分30秒
13 54分44秒
14 55分13秒
15 57分48秒
16 57分49秒
17 59分03秒

第５回は
第６回は

１
７

２
１

第７回早春駅伝フェスティバル結果

第１回から創作ダンスで出演・若返り班
ピアノ教室の生徒さんも出演

２
１

チーム名（所属）
HOWEVERローグ１（大田病院）
南部A（東京南部法律事務所）
ナカシン（大森中診療所）
大田病院院長チーム（大田病院）
チーム西宮（協立医師協同組合）
チームゆたか（ゆたか診療所）
渋共ランニングクラブ
リアル都民ファーストRUN FOR99%
（協立医師協同組合）
矢島美容室（大田病院）
チーム五反田（五反田法律事務所）
東京南部生協（東京南部生活協同組合）
東京民医連事務局（協立医師協同組合）
笑走サークル（代々木病院検診センター）
チーム不屈（虹の家みちづか）
チームマルウメ（山本保全株式会社）
やる気があれば大丈夫（協立医師協同組合）
ふれあいクリニック９条の会
（協立医師協同組合）
藤木君と永沢君（協立医師協同組合）
南部C（東京南部法律事務所）
医科歯科合同チーム（三ツ木診療所）
R.Y.U.S.E.N（協立医師協同組合）
チーム吉田一家（大田歯科）
南部B（東京南部法律事務所）
混成さくら（城南保健生協組合員）
チーム大田歯科（大田歯科）
ドルフィンとすずらん
（城南保健生協組合員）
タイム
44分12秒
45分11秒
47分03秒
47分22秒
49分14秒
49分23秒
50分36秒
51分03秒
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