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至心会 ビ ハーラ の震災支援

理事 長 野村康治

日頃は、至心会 の活動 （
ビ ハー ラ ・ビ ハー ラ このみ圓 ・び は
ーら） にご 理解 ・ご指導を賜ります こと御礼申 し上げます。
至心会 では、阪神 ・淡路大震災 の明く る年、在宅 での介護 に
思 いを持 ちビ ハー ラ このみ園を 開所 いた しま した。 私自身 そ
の後 も台湾 での震災支援 も現地 に て活動 し てま いりま した。
介護老 人福祉施 設ビ ハー ラでは、東 日本大震災 の仮設住宅 ・日
常物 品支援 の大 阪拠点 に続き、 今 回淡路連合振 興 町会 々長 の
ご 理解 のもと に熊本地震 の 「
震災支援を続 ける会」の生活物 品
支援 に大 阪 の拠点 と し て協 力さ せ て頂く こととな りま した。
写真 は第 １次 の搬 出状 況 です。 今 回は相 愛大学 のボ ラ ンテ ィ
ア参加もあ り、有 り難 いこと であ りま した。第 ２次 の搬出をも
って今 回 の生活物 品支援 は、終 えさ せ て頂きますが、東 日本 の
震災 での、心 のケ アを 目的と した支援 活動 は、当法人と し ても
続 け て参 ります ので、今後 とも宜 しくお願 い申 し上げます。

お花 見会

四月 三日

数 日前 より雨 の予報が 続き、開催が 心配されま したが、

幸 いにも当 日開催時 には太 陽が 顔を 覗かせ、 満 開 の桜を
楽 しん でいただく事が できま した。

ご 利用者様 ・ご家族様 の満 面 の笑顔や 明るい笑 い声が

公園に響き、ボ ランテ ィアさん の歌や 踊りに合わせ て歌

ったり、 一生懸命 に手や 足を動かされたりと楽 しまれ て
いるご様 子でした。

残念なが ら快晴とま では いきません でしたが、ご参加

いただ いた多く のご家族様 ・地域 のボ ランテ ィアさんた

ちと の交流 に、皆さま の晴れやかな表情が と ても印象的
でした。

今 回微力なが ら担当と して参加 して、多く の
皆様 にご 協力 いただき無事お花 見会を終 えた

ことを改め て感謝 し、 より 一層笑顔と笑 い声 の

千映 子

響くビ ハーラにな るよう尽力 して参 ります ので、

森岡

今後ともよろしくお願 いいた します。
介護職員

ビ ハーラ このみ園は今年度 も、通所介護、訪問介護、
居宅介護支援、 そして地域包括支援 セ ンターと各部署間
の連携を深めながら、ご利用者 の皆さまとご家族が安心
して現在 の生活を続けられるよう、 お手伝 いを した いと
思 っております。

通所介護 では、ご 利用者さまお 一人

おひとりに充実 してご 利用が いただけ

る様 に、 下の写真 のような電動 アシス

ト のペダ ルこぎ の機械や 屋内階段 の昇

降などを活用し、個人個人 の希望に応

じた運動などをお手伝 いし、 下肢筋力

の維持 ・向 上に取り組ん でおります。

また今ま で の趣味や特技

写真は 四月に柴島浄水
場 の桜並木を通所介護 の

を生か していただき、ご 本

創作クラブ や書道 クラブ な

お過ご しいただけるように

人さまが 生きが いをも って

ご 利用者 の皆さまと 見学
に行 った時 のも のです。
皆さまに少 しでも 四季
を感 じ楽 しん でいただけ
れば と思 い、 例年大阪市

ど今後も積極的 に皆さま の

ご意 見を 取り入れ ていきた

の協力 のもと 見学させ て
いただ いております。満

いと思 います。

ださ い。

なく担当ま でお申 し つけく

何かござ いま したら遠慮

開 の桜をご覧 になり、 い
つもとはまた違 った笑顔
にお会 いす る ことが でき
ま した事、本当にうれ し
く感 じま した。

東淀川区中部地域包括支援センター「びはーら」
地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の方々が住みなれたまち
で、安心してその人らしい生活が続けられるよう、さまざまな関係機関と
協力しながら、高齢者の方々を支援する機関です。

家族介護教室のご報告
3 月 15 日、テレビコメンテーター
としても活躍されている、僧侶の釈徹
宗先生を講師にお迎えして、普段はな
かなか考えることのない「老病死」の
問題について一緒に考える機会を持

５月 10 日には、東淀川区薬剤師会に
ご協力いただき、今年度から始まる「か
かりつけ薬剤師制度」について講演会を
開催いたしました。
今回の薬剤師制度をご理解いただき、
２４時間服薬の相談や自宅訪問による服
薬確認、併用薬・残薬の整理などもして
くださることとなりました。
ぜひ有効に「かかりつけ薬剤師制度」
をご活用いただければと思います。

たせていただきました。
先生が運営されているグループホ
ームでの、認知症の方の穏やかな日常
も紹介していただき、参加者の方から
「将来、認知症になったらどうしよう
という不安が少し和らぎました」との
お声も頂きました。

地域包括支援センターの職員が、地域に出向い
て生活へのご不安・介護保険についての疑問など
の相談を無料で受けさせていただきます。もちろ
んお越しいただいても構いません、お気軽にお問
い合わせください。

東淀川区菅原 7-15-14

電話 06-6325-6915

