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ささえ りあ清水 。高平では介護保険サ ービスを利用 している方がよ り

「 高齢者支援セ ンタ ー ささえ りあ」 は、高齢者の皆さまにできるだ け住み慣れた地域で安心 して
生活 して頂けるよ う、主 に介護や生活に関する相談をお受け した り、 ご支援 を行 う身近な相談窓 □で す。

元気 に過ごせるよう、 リノヽビリの専門職や歯科衛 生士、管理栄養士等の
専門職 と自立 に向けた検討会を行 つています。
令和 3年 度 は 19名 の方を対象 に検討を行いま した。会議の中で以 下の

厳 しい寒 さが過ぎ、暖かい季節がや ってきま した。まだまだ多 くの人数で集まることが難 しい
状況ですが、外でウォ ーキングやス トレッチを してみてはいかがで しょうか。体力や筋力をつ けて、
｀
元気に過ご しま しょう。

LINE

課題が}由 出されました。

ささえ りあ清水 。高平の
公式 LINEを 始めま した

新型 コロナ ウイルスの影響で地域活動が休止 にな り、運動や他者 との
交流が減 つている

○介護保 険卒業後の受け皿が不足 している
○虚弱高齢者へ の支援が不十分である
ささえ りあ清水・ 高平の活動やイベ ン ト情報 について、公式 LINE(ラ イン)
で発信 しています。またそれ以外 にも、研修会 のご案内や介護予防に関する情報等
も随時発信 しています。

課題 に対 して ささえ りあ清水 ・ 高平で は
以下 の 取 り組みを行 います

ささえ りあ清水 ・ 高平の活動に興味がある方、介護予防や介護に関する情報を
をお願い します。
知 りたい方は、ぜひお友達追カロ
○介護予防サロンの代わ りとして、自宅で体操ができるように介護予防体操
の DVDを 無料貸 し出 しを しています。

【
お友達追加の方法】

回

方法① :LINE「 友達追加」から右のQRコ ー ドを読み取る方法

○介護保険卒業後の受け皿 として 「かたんなつせ」等の介護予 防教室を
必要 に応 して立ち上 tず る支援を行います。
○新型コロナウイルス感染症予 防のため、集ま つて何かをすることが難 しい

方法②

:LINEの

「友達追加 」か ら 「 ID検 索」よ り

状況ですが、 DVDの 無料貸 し出 しやオンライン研修等、集 まらな くても

お友達登録を よろ しくお願 い します
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① 170mf― zと 入力する方法 (半 角入力)

活動できることを計画 していきます。

みな さんが住みfl買 れた地域でいつまでも元気に暮 らせるようにご支援 いた します

(2)

症サポーター養成請座を開催しました
令和 4年 3月

12日

(土 )、

Zoomを

活用 して認知症サポ ーター養成講座を

開催 しま した。

くまも と減塩美食メ ニュー
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■れたこたのひと由番悔擁と

◆回は、塩分を控えめ にした レン ピをご紹介 します。
監修 :熊 本市

居宅介護支援事業所ケアマネセンタ ーまいの代表取締役である桶 田剛氏を講師

管理栄養士
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材料 】 (4人 分 )
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にお招 き し、 8名 の参加者 と共に認知症 について学びま した。
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【
作 り方】
①れんこんは皮をむいて5m mの 厚さ に切 り、薄い酢水 に くぐらせて水気をふ く。
ねぎ、青 しそはみ しん切 りにし、(A)の 材料全部をよ く混ぜてお く。
②小麦粉 をパ ッ トに薄 くふ り、れんこんを並べ る。さらに小麦粉をふ り、
肉ダネ (A)を 等分にのせ、れんこんの大きさに合わせて丸 く平 らにはりつ け、
上にも小麦粉をふる。

認知症 とは何か という話や認知症サポ ータ ーにできること、また介護保険制度
についても少 し触れて頂 く内容 とな り、参加者か らは 「勉強 になつた」 「もつと
いろいろな話が 聞 いてみたい」との感想が聞かれ ま した。

ンを熱 してオ
直物油をひき、れんこんを肉ダネ側から色 よく焼 き、
③フライノく
裏返 して同様 に焼 く。
④中まで火が通 つたら余分な油を捨て、タ レの調味料を回 し入れ、揺す りながら
つやよ くからめ、最後に上下を返す。

認知症サポーター養成講座 に参加 してみたい、開催 して欲 しい等のご要望が
ございま したら、ささえ りあ清水 ・ 高平まで ご相談 ください。

ワンポイン ト

︹

「認知症サポ ータ ー 」 とは、認知症 に対 する正 しい知 識 と理解

ね ぎ、青 しそ、梅肉を加えることで肉の臭みをおさえることができます。
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ことができます。
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を持ち、地域 で認知症の人や その家族 に対 して 、で きる範 囲で

また表面 にタ レをか らめることで味が濃 く感 しますので、塩分を控える

︐

手助 けをする 「応援者 」です。全 国で養成 し、認矢日
症 高齢者等
にや さ しい地域 づ くりに取 り組んでいます。
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