T中地底地域のふれあいを広める会

第100亘￣
2020年（令和2年）3月25日発行

‥‥主な内容：

ノて∴あ

1P．「ふれあい」創刊100号到達
2P．第100号を記念して思い出をたどる‥

3P．戦争ゐ記憶

4P．お庭拝見・健康コーナー
4P．部会だより

「ふれあい」創刊I00号到達〃
今から33年前「一中地区地域のふれ
あいを広める会」発足と共に創刊された
広報紙「ふれあい」。それから年3回−

▼一

「『 度も休むことなく、紙面サイズ・ページ
数・内容・白黒からカラーへと変化しな
がら、地域のふれあいを大切にと地域の
情報を届けてまいりました。
歴代の広報委員と、情報を提供して
いただいた方、文章を投稿していただい
た方々の力のたまものと、感謝しており
ます。
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地域とともにふれあい10年
1995．7 26号（紙面サイコを現在のタブロイド判に変更）
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●地叫のふれあいを広める会

広報紙一〇〇号に寄せて

この度︑一中地区地域のふれ
あいを広める会の広報紙﹁ふれあ

い﹂が︑創刊号を発行してから1
00号を迎えました︒これまでご
協力・ご愛読いただいた皆様に心
から感謝いたします︒

1中地区コミュニティセンタ
ーが︑昭和61年11月にオープンす

りました︒

ると同時に同会が発足し︑翌年2
月に創刊号を発行しました︒以来
100号を迎えるまで︑その時々
の出来事をタイムリーに伝えて︑
地域の皆さまと共に成長してまい

創刊号等に会のコミュニティ

づくりとは︑地域の方々が力を合

わせ ﹁ふれあい﹂ ﹁話しあい﹂
﹁助けあい﹂ の三つのあいの運動

を通して︑明るく豊かな地域社会
を作っていくことと記載されてい
ます︒従ってコミュティセンター
の役割は︑地域の皆さまが自ら学
習する場であり︑話し合いや仲間
づくりをする場であります︒

49号

これからも︑広報の果たす役

2003．3

（カラー紙面に変更）

割を十分に生かし︑会の情報を発
信してまいりますので︑今後とも
よろしくお願いいたします︒
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さ ′亭地区地域の
年︑来
弱い鞘鏑
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一事49号−

令和2年3月25日

一中地区ふれあい

第100号

（2）

広報紙「ふれあい」第IOO毒を記念して 思い出をたどる・・
これまでの広報紙で、皆様から反響があった記事やコーナーの一部を掲載します。わがまちの味、今に
残る昔話・伝説、引き継がれる地元の風習、地元の歴史、私の散歩道…様々な話題を懐かしく思い出され
るのではないでしょうか。興味をお持ちになった方は、1中コミセンまでお問い合わせください。

1998．7 35号〜2019．3 97号
地域でご活淫されている万にインタビューし
て掲載した「私の定のしみ」コーナー
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ウオーキングマップ

六卜のf習いで．化⁚爪に

薬師台自治会
幕内 量子

やらされてい＋畏手当も う

は自力がbきれて持ってい

難しいけれと．人との

ます

たからっノけ情人ガら廿ハノ

∴⁚れあいて少しは環にし
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これかモモ

へと−シックーて了と
も打者右′ヘルハ・・・諸座

むかしたくて藩伝・属亨で
少し利雄を始のました 和
議の晋雷仁方や指導力の
素靖らしい吾との出会い

す

輯けます自力

P誓いを驚えた事も祭

持しを〃

T

∴と﹁て芋室的誉冶学理に

りきしたが う⁚山芋岩の果
しさを畦れ﹁ています．弘

あれや・

1987．7 2号〜2019．3 97号
「地域の声」から「あれや・これや…」と名前を変更しながら、地域
の万々の思いのこもった寄稿文を掲載してきました。

（2，3ページを初めてカラーに）
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地域の子らと
三ツ井 英彦さん
長与大気子とも会のキックへニース不一
ル堅墓をされている、大領可に左一三委し
〇三ツ芦美章きんこお享…を′言い募しこ
こ長男C，芋一矢人事モ嘩二子とも会二三子…三二会こ薫つり
山菜てワ宣管巧言二子ともたらこ幸ノウ■、−スホール・、当筍
はソフトボールノ そ通じて交票を涼毛らナこていきす：
毎王ら月毛＼ら婦警が境まり 子ともたち．言 舞った〔亨〇
嬉しさ．負こ丁た狩の毒しさなと書くこことを任額しなた、ら
悪一三生、毒仁たすきを暑こつけて・こき亨了・その成長這‡至を
鼻毛の二′三よりもうれしくまた集しみて 真吾空けてこら
れたγ二号だこし、うことですニ「揮挙手に叱られてこいた子
か．景二喝誓≡こ貫き貢こ拳ミニしてくす1号 そんなここか、
一番嬉Jして7才；＿

こ′千々エヒソートそ享…与れ芭三ツ芦さ
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希．覇すそここ こ三つしっつていき了

転勤でここざこ琶きれたこき霊域C方々こ言葦、1きくで

人とのふれあいを適して

長堀・松戸自治金
森 直子

当初は
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市に来て15空

かく．山弼鴇や友人もなく
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人∴中指に私の両軍と爪U
同居も纏まりました 私

は自力から声を撒けるの
か恥すかしくて．近隅の
方との交流に的閲がかか

りましたが 同居した両
鞘は県外から来たにもか
かわらす老▲︹クラブなど

毎日を送り纏めました

に唱唾酌に草城し すく
に交流の韓を広り忙しい
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領り繋留を空け、亨ともたち・真人壬∴二号と草生レたい
とすっかりこの姫に写し掌れ二三、ノ貫きノ′▼二今後の活羞こ
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返ると 弘も鳶Uの上古
に袈しさや某絹をあけら
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れるよう恒4人になれたで

ています

52号

（一中地区の桜の名所を紹介）

いきいきと讃こす苛鞘
爪り元気昌 周り︵り方々か
ら頂いているからたと思
います 人との出会いを
大切に∈カから1筆法み
出し ありがとう の気
持ちを忘れすに私自身も
冤良し︑毎日を実額てい
られる幸せを心より重ん

2004．3

地域の味、行事、風習、歴史などを取材して記事lこまとめました。

モ除くな瞞・と伊ろ納豆

納豆と切干し大根で作られたそぼろ納

豆を半世紀守り続けている所が金上にあ
ります︒昔は地元金上で保存食としてど
の家庭でも作られていました︒
大根は契約農家より仕入れ10月から2

出来上がるまで2ケ

弓頃まで洗浄 スライス 細切りにし︑
庭先に干し10日位かけ切干し大横にしま
す︒パリパリとした触感は寒風にさらし
て出来上がります︒厳選した国産大豆で
作られた納豆に秘伝のたれで混ぜ合わせ

︵関口ち︶

月かかるそうです︒
毎日ロにする食品だ
からこそ︑お客様が
喜ぶ変わらぬ味を頑
固に守り続け手間暇
かけて丁寧に作られ
ています︒手作りに
こだわり大量生産は
しませんが︑地元を
はじめ口コミで評判
が広まり全国に根強

です︒

いフアンが多いそう

しい風そ行地すてうみし

書いせまら

い近区地わ

かてわれか

お伊製参り

吉田神社脇の巡拝碑

その昔︑﹁せめて一生に一度はお伊勢参
りに行きたい﹂というのか庶民の夢だっ
たんだあ︒農民の移動は難しかったが︑
お伊勢香りなら許されたからな︒
ある年︑中根の身体自慢の男らが集まっ
て︑お伊勢参りに出かけることにしたん
だと︒でもな．お伊勢参りには随分お金
がかかっから︑土地売って出かけたと︒
何カ月もかけて歩いて行くんだから︑何
が起こるか分がんねえ一︺家族とは水杯交
わして出かけたんだと︒家族らの心配を
よそに︑男らは宿場で酒を飲んだり温泉
に寄ったUと︑けっこう気楽な旅だった
ん
だ
︒
そのうち︑珍しい食べ物や道田丁作物
の種なんかの土産を持って︑男らは帰っ
てきた︒無事に帰って来られたお祝いを
盛大にして．記念に巡拝礫まで建てたと︒
また留守中に赤ん坊が生まれた家では︑
その手に﹁伊勢﹄と名付けたそうな︒
今．中根でたくさん作られているさつ
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311に発生した丁目本大事炎から4ヶ月が⇒ぎ、やつと平
常三遷ができるようになり震した。簾だ余tもあり、瓦■書の
フルーシー「 月博のひび判れなどを1ると 地Tの簡さや
筍ヱ∴ガス 彗感の事り難さモ甘い出さすにはいられません

まいもも︑その時の土産だったんだなあ︒

2011．7 74号
一中地区の地震の被害写真を紹介

話者 安 三代︵西中根在住︶
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仁臼が崩れたりと貫きぢ載筈が思慮した
フ弓デこはや砺詳適の予呈千丁

中朝や三反田 鵬倉ちとの田んぼ
しさすナノの山肌二は きれいな瀾水が

出ていう壌所が鞍箇所あって 地■
漫訂断ち牌には洗い物などに捜立つ
と 多くの人が木遇みに果ていまし
た 白頭たら散歩して こうした疇
所管男つIrておくといいですね

小場5工堰用水は．明暦2年（1656）に水戸漕初代藩主徳川頼房公の命で、家
臣の永田茂衝門により造られた農業用かんがい水路です。那珂川から取水し、
常陸大宮市から那珂市、水戸市を経てひたちなか市の下流一帯に、農業用水を
送り続け∴流域に豊かな実りをもたらしてきました。
小場三工堰土地改良区発行「小項ラ工堰用水のあゆみ」によれば、取水口は度 し￣

重なる洪水によりたびたび場所を上流に移してきました。最初は、現在の那
珂而下さ工戸地区の那珂川に5工堰を築きました。しかし翌年の大洪水で壊れ、
小嶋江 頭首工
万治元年（1658）に約2km上流の小場村（現在の常陸大宮而小鳩）に移動。これによって小場江堰と命名されまし
た。用水路は那珂川に平行して左岸の那珂大地のすそを流れ、小場村から三反田村（現在のひたちなか市三反田）ま
で約30kmに及びます。三反田までの落差はわずかて6mであり、この時代にこれだけ落差の少ない勾配の用水路を建
設した技術力は、今なお高い評価を受けています。
その後、昭和22年のキャサリン台風で大被害を受け、昭和25年に取水口をさらに
約6km上流の、現在の常陸大宮市三美地区に移しました。繰り返される修築のため
の負担は相当なもので、近代的な5工堰を築くことが悲願でした。昭和45年
（1970）には、現在の頭首工（取水口の堰）が完成しました。鉄筋コンクリート製
の恒久的な可動堰であり、より安定した送水が可能になりました。
350年以上もの歴史があり、受益農業者のみならす一般の人々にも恵みをもたら
してくれる小場江堰用水を 後世に伝承していくことが極めて重要だと云われてい
勝倉 小嶋江用水路
ます。

（80号）

令和2年3月25日
一中地区ふれあい
第100号
（3）

比島戦線からの生還︵93号︶

水戸飛行学校航空写真三二
（勝田市史より）

水戸つばさの塔にある
戦闘機のプロペラ

※抜粋はできるだけ原文
どおりに行いました。

満州からの引き上げ︵暫ち︶

（工機ホールディンクスより）

大平自治会
海野 妙子
私が満州に行ったのは︑昭和19年5月︑24

三反田自治会
打越 英雄
娘が一歳になってから︑二度目の招集︒比島戦線であった︒長崎からフィリピ
ンまで︑26隻の舶団で11万人の兵隊が送り込まれたが︑ろくな食糧は与えられず
いつも飢えていた︒
前線への出撃命令が出た晩︑空を仰ぎ﹁故郷を出てから二年︒一歳だった娘は︑
さぞ大きくなっただろうな︒この日が見おさめか﹂と涙したことを思い出す︒月が
沈むのを待って後方より敵の兵舎に20mほど近づいた時︑敵の方より銃弾︒仲間3
人が即死︒隙を見て敵の兵舎を爆破し︑重傷の仲間を背負って戻る途中狙撃され︑
坂の下まで転げ落ちた︒手がザクロのようになった戦友︒血だらけで﹁水を飲ませ
てくれ﹂と頼む姿が忘れられない︒何人も赤痢で苦しむ中︑私は炭を削って飲んで
奇跡的に助かった︒その後︑比島戦での戦死者49万人を出して敗戦︒三反田で︑フィ
リピンから家に帰って来られたのは私一人だった︒
︵掲載時100歳︶

「＿「、

歳の時でした︒満州︵吉林︶は日本よりい
い暮らしができると︑父が勝手に結婚を決

● l t ． し ︑

嘉彦

空襲を受けた日立兵器

父を含めた家族そして皆様のお蔭と 〝感謝 です︒

︵掲載時86歳︶

大平自治会
打越 はつ江
大東亜戦争が始まったのは︑私が10歳の年︒父はその年︵昭和16年︶の8月1日に︑
陸軍に入隊しました︒中国から各地を回り︑昭和20年5月にニューギニアで戦死︒
今︑テレビで映像が流れると﹁あそこで亡くなったのか﹂と父を思います︒
戦時中︑B29が飛んで来ると土手に掘った防空壕に逃げ込みました︒夜︑艦砲射
撃の爆弾が勝日の工場の方に火を吹いて飛んで行くのを︑防空壕の中から見てい
ました︒田や畑に︑爆弾の殻が落ちているのを見たことがあります︒
父がいないため︑田畑は近所の人の助けを借りて祖父母と母と5人兄弟で耕し︑
米やじゃが芋・さつま芋等を作りました︒祖父が︑米を売って那珂湊の女学校に
通わせてくれました︒
今では︑着付けを教えたりカラオケ・銭太鼓を楽しんだりしています︒これも︑

皆様に〝感謝〃 ︵94号︶

の体解について一部を抜粋し再掲載し書した。

めてきてしまったのです︒
昭和20年7月に長男が生まれ︑8月に終戦︒

乳飲み子を抱えそれからが大変でした︒ソ連
兵が攻めて来て︑若い娘が連れて行かれるこ
ともありました︒すぐに日本に帰れるはずも
なく︑残った日本人たちは︑小学校校舎に集
まり共同生活︒日本の船が迎えに来ると知ら
されたのは︑次の年の7月︒人が乗っている
のを知られないようムシロをかぶせた貨物列
車で︑2日位かけて苦杯から船が来るコロ島
まで行きました︒コ0島でも舶が来るまで︑
10日近く待たされました︒

古い汚い舶で九州の佐世保に着きそれから
汽車に乗って︑何日もかかってやっと中根の
実家へ︒家族3人が︑何とか無事でよく帰っ

．

て来られたと︑今でも思います︒︵掲載時93歳︶
： ： t ⁝ ⁚ ︑

打越

忘れられない戦争の記憶︵91号︶
西中根自治会

﹁日立工機﹂の前身である﹁日立兵器﹂に
就職したのは昭和18年︑戦時中の事でした︒

当時﹁日立兵器﹂は機関銃等を作っていま
した︒昭和20年になって米軍機による空襲
が始まりました︒遠くから飛行機の昔が聞
こえて来ると︑2・3機のグラマン戦闘機
が日立兵器を狙って低く降りて来て機銃掃
射︒常磐線沿いの防空壕に向かって逃げる

︵掲載時92歳︶

途中︑すぐ近くに弾が飛んできて生きた心
地がしませんでした︒
いよいよ私にも召集令状が来て︑水戸37部
隊で︑3か月訓練して戦地に行く予定でした︒
たまたま︑日立鉱山近くの捕虜収容所で人手
が足りず︑日立に住んでいた事がある私が手
伝いに行くことになりました︒昼間は捕虜を
連れて︑食料になる山菜を取りに山に行きま
した︒実弾入りの拳銃を持ち︑とても緊張し
ていたことを覚えています︒1週間ほどで水
戸の部隊に戻り︑程なく終戦︒一緒に入隊し
て戦地に行った人もいたのに︑本当に運が良
かったと思います︒

「心に残る想い出」の中から、語り継ぎたい戦争

私の少年時代︵95号︶

中根自治会

平沢

猛

昭和4年に生まれ︑高等尋常小学校を卒業後に
現在ひたちなか海浜公園となっている水戸陸軍飛
行学校・射爆撃場に整備士︵軍属︶として働き始

めました︒特攻隊として鹿児島知覧飛行場へ飛び
立つ飛行機と飛行士を数多く見送りました︒

15歳の時に特別幹部候補生の募集に応募︒面接

官だったのが中根の安 慶造さん︵元勝田市教育

委員長︶でした︒﹁戦地に行くのを急ぐな！﹂と言
われたことを思い出します︒

︵掲載時88歳︶

昭和20年1月4日の飛行場を襲った空襲は︑午
前8時前に非常警報がなって日立方面から200
機のグラマン・カーチス戦闘機が空を覆いつくす
かと思うほど︑飛行場めがけて飛んできました︒
整備され並んでいた戦闘機30〜40機は︑一斉射撃
を受け飛び立つ前か︑飛び立っても直ぐに撃ち落
とされました︒米軍戦闘機の乗組員の顔もはっき
りと確認できる近さで迫っていました︒私は九死
に一生を得ましたが︑小隊長は目の前で︑ロケッ
ト砲が直撃して頭が飛び散りました︒その後︑本
隊と共に群馬県に移動︒飛行機の格納壕を掘って

いた時に︑終戦となりました︒

戦争の苦しみ︵96号︶

日でした︒

富士山自治会
大川 すみ子
昭和6年に︑旧勝田村武田︵現ひたちなか市武田︶
の農家に長女として生まれました︒女学校に入学
したのは昭和19年︑すでに戦争真っ只中で授業は
ほとんどなく︑芋掘りや田植えなど勤労奉仕の毎

日立兵器︵日立工機︶ 工場と線路を挟んで向か

いの自宅は︑昭和20年7月17日夜半から18日未明

の兵器工場をねらった艦砲射撃による逸れ弾で︑
被害を受けました︒その時の事は︑脳裏に焼き付
いています︒百雷が落ちたような音と地響きで飛
び起きると真昼のような明るさになり︑砲弾の炸
裂する昔︒弾は青光Uを発しながら飛び回り︑地
獄に落とされたような思いでした︒隣の部屋で寝
ていた実母は︑飛び回る破片が背中から貫通し出

血多量で︑なすすべもなく亡くなりました︒

︵掲載時耶歳︶

あらゆる物が壊されて惨い︑戦争は二度として
欲しくないと強く思います︒

所

芳光

鮨絹針貼鞘︵誓︶

中根自治会

開戦の昭和16年︑私は村松小
学校6年生でした︒1・2年は
祝勝ムードが続きましたが︑次
第に国防の為の教育へと大きく

変化していきました︒

この頃の少年達の夢は少年飛
行兵︵特攻隊︶に志願すること︒
出征する青年も多く︑村松の大
神宮で祈願して︑石神厭︵東海新︶

勤労奉仕の動員もありました︒

まで送りました︒

那珂湊地区の翼の塔の西側に小
高い山がありますが︑元は﹁コ﹂
の字型に土の囲い塀を積み上げ
た飛行機格納場所でした︒モツ

コを作り土を入れ︑2人でかつ
ぎ上げて行きました︒
昭和20年2月叩・18日︑勝田
上空に米軍機B29が600機余
り襲来しました︒7月叩・18日

の米艦隊による日立・勝田・水
戸への艦砲射撃︒小雨の夜︑弾
丸は︑防空壕の上をビューン
ビューン飛び散りました︒そし
て30〜40人の集団で避難するこ

とも何日もあり︑米兵に見つか
らないよう無言でシーンとした

夜が続きました︒
8月1日から2日未明にかけ

て︑B29が水戸市内を空襲し焼
夷弾を投下︑市内8割が焼野原

になりました︒B29が167機︑
焼夷弾約1万8千発︑1152

トンと記録されています︒前渡
飛行場からの軍用機は飛び立つ

寸前や途中で襲撃され胴体が

がたさを実感しています︒

頁っ二つになり落ちてくるのを
数多く見て︑悲しみを感じまし
た︒英語の本を開くのも憲兵に
捕まるので︑隠れて勉強しまし
た︒民主国家日本の平和のあり

︵掲載時87歳︶

（4）
第100号
一中地区ふれあい
令和2年3月25日

認知症の種類と症状について
南部おとしより相談センター
認知症地域支援推進員 平野 翔太

今回は﹁認知症﹂について説明させていただき
ます︒85歳以上の高齢者が3人に1人は認知症に
なる時代となり︑認知症はⅦ種類あると言われて
います︒その中でも特に発症率が高い︑代表的な
認知症の特徴を説明します︒

アルツハイマー型認知症
認知症の中でも最も患者数の多い認知症です︒
大脳の側頭葉や﹁海馬﹂ の萎縮から︑もの忘れが
始まり︑次第に進行していきます︒初期には体は
よく動きますが︑いずれ大脳の機能が弱くなり寝
たきUになります︒

脳血管性認知症
脳の血管が詰まったり破れたりして︑脳の一部
の機能が低下します︒手足の震えや麻痺など運動
障害が特徴です︒もの忘れなどの症状が出たり消
えたりする︑まだら症状も多くみられます︒
レビー小体型認知症

脳の側頭葉・後頭葉の萎縮による機能の低下か
ら︑﹁生々しい幻視や幻聴﹂が最も目立つ特徴で

安全防災部会
1月16日︑1中コミセンで27

人が参加して安全教室が行われ
た︒警察署交通課の平野秀光さ
んによる︑交通安全についての

講話を聴いた︒昨年末に起き
た︑勝田病院近くで横断中の死
亡事故︒運転席から見て右側か
ら横断中の事故が︑8割も多い
とのこと︒原因は︑ライトの
ロービームは右側が左より低い

など車の構造上︑右側の歩行者
に気付き難
いため︒こ
の話が心に
残った︒十
分に注意し
て運転した
︒
い

体育部 会

2月23日︑第9回ヘルスバレー

ボール大会を松戸体育館にて開
催︒各自治会から11チームが参

加して︑熱戦が繰り広げられた︒
結果
決勝トーナメント戦
優 勝 金上チーム
準優勝 富士山チーム
3 位 中根Aチーム

フレンドリートーナメント戦

優 勝 勝倉チーム

令和2年度行事予定
4／19ソフトボール大会

レクリエーション大会

6／ワ三世代交流

9／㌘ノルディック
ウオーキング大会
2／21ヘルスバレーボール大会
3月 コルフ大会

＊大会の詳細は︑その都度要項

福祉部会

を参照願います︒

環境 部会

による﹁認知症サポーター養成

次回行事予定
ワ／12地域福祉講習会

きたい︒

講座﹂〜認知症を学び地域で支
えよう〜が開催された︒
今回の参加者は︑各自治会から
の他にチラシを見て来た方もい
て︑当初の予定より多くなった︒
認知症は︑地域の方々の身近な
問題なので︑これからも続けてい

2月8日︑60人の参加で南部
おとしより相談センターの講師

毎年2月に︑環境問題などの
勉強会を実施している︒
今年も8日︑コミセンで22人

が参加し︑食品廃棄について学

︵乳製品︶︑種類過多による売

んだ︒形の不揃い・鮮度の低下
︵農産物︶︑賞味期限が近い

れ残り ︵パン等︶ などの理由

す︒手の震えや小刻み歩行︑手足のこわばり︑表
情がなくなるなどのパーキンソン病のような症状
のほか︑便秘や失禁︑立ちくらみなどの自律神経
症状を伴うことがあります︒

で︑世界中で食卓に上る食物の
万トンが廃棄されている︒一方
で飢えに苦しむ人々は多い︒
無駄を減らすには何をすべき

3〜5割︑日本でも年1800

前頭側頭型認知症
高度な判断を行う前頭葉や側頭葉を中心とした
脳の萎縮が特徴です︒社会のルールに合わせた行

動が難しくなり︑スーパーで会計前の商品を食べ
てしまったU︑落ち着かなくなったU︑同じ行動

を繰り返す等の症状があります︒一方で︑非活動
的になり︑物事に対して無関心になることもあり
ます︒

青少年部会

1月11日︑中根小学校の児童
と保護者約114人が参加し︑
﹁もちつきとまゆだまかざり﹂

を実施した︒豊作・家内安全な
どを願う小正月伝統行事の説明

を聞いた後︑紅・白・緑色の餅

を枝にかざりつけた︒その後︑
まゆだまかざUを小学校・コミ
セン・集落センターに飾った︒

次回行事予定

親子

ワ／4

クリーン作戦

少年の主張

7／9

大会

文 化部会

12月14日︑1中コミセンで﹁心

のいやしコンサート﹂が86人参

加で開催された︒今年は﹁生田
流﹂小林久子社中の皆さんの琴

の演奏と︑酒井美穂さんのフ

ルート演奏が行われた︒会場の

皆さんは︑

一緒に琴や
フルートに

合わせて四
季の歌・夏

の思い出な
どを歌い︑
和やかなひ
とときを過
ごした︒

一編集後記一

皆様が楽しみにしていた

3月の芸能音楽祭が︑新型コ

ロナウイルス感染予防のため

に中止となり︑広報紙に掲

号発行にあたり︑これまで発

なお︑﹁ふれあい﹂100

載できず残念に思います︒

ター養成講座や認知症ミニ講座を︑依頼を受けて

行に携わっていただいた

認知症地域支援推進員は︑自宅訪問等で相談を
受け︑生活や症状に対する助言︑必要に応じて病
院受診の勧奨をしています︒また︑認知症サポー
開催しています︒お気軽にご相談ください︒

方々に感謝申し上げます︒

