おは な の か わ ら ば ん

人と人をつなぐ交流の場・憩いの場

辺で、多世代の食支援につながり、

飲食店がほとんどない岡屋小学校周

小 さ な カフェの名 称 決 定 ！
地域の安心につながる

第二号では小規模多機能の名称が
して現在工事中です。オープニング

ます。令和三年三月オープンを目指

お守りを目指す

「はなえみ 」に決まったとお伝えし
カフェスタッフも募集中です！！

になることができればと思っており

ましたが、併設する小さなカフェの

名称も決定したためお知らせします。
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0774-26-2459
０８０-4183-0087(森田）
✉ info@uji-ohana.jp
ホームページこちら→

十月上旬には解体が終わり、屋根
₁

はた）神社。

れていると思うと感慨深いもの

この様に歴史深き神社に守ら

となりました。

撮影・掲載させていただくこと

今回、特別に許可をいただき

ました。

「弁財天」などが一般公開され

じたあぶみ）」や「馬頭天王」・

の重要文化財、「半舌鐙（はん

限定で、社宝とされる平安時代

年以上も歴史がある許波多（こ

を意味する「ぐりぐり」。地域の中

と骨組みのみとなりました！その後

⒑

形作られています！

でのお守り的な役割を果たせたらい

「大社」として創建された、千

市黄檗公園一帯）を敷地とし

もともと、柳山（現在の宇治

地域の歴史コーナー

NPO法人おはな

先日十一月一日～三日の三日間

工事のご報告

〒611-0002
京都府宇治市木幡熊小路7-7

いなと思って、この名称にしました。 は大工さんの仕事が始まり、徐々に

その名も、フランス語で「お守り」
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がありますね。

こんな身近に重要文化財！

何かご利益がありそう…

おはなの
スタッフ募集

地域の作品

デイサービス「通い

写真や川柳・

の家おはな」と、準

短歌や絵画な

備中の小規模多機能

ど、皆様の作

ホームは、職員を募

品を募集しま

集いたします。詳細

す！担当の森

さすが「競馬発祥の神社」と

は、担当森田までお

田までご連絡

いわれているだけあるなぁ～！

問い合わせください。

ください。
募集中

令和２年１2月１日

おはなのかわらばん
第3号

地域の方紹介コーナー

第二号に続き、北山しょうこさん

からのお話『一分で自分の健康と幸

せを作りましょう』です。

今回ご紹介する運動は「つま先たた

･

･

き 」で す。 足 がむ く む よ く 眠れ な

･

･

い 座り な がら 運動 し たい 足 先が 冷

たい方などにおすすめです。

やり方

① 床や 椅子 に 脚を 伸ば して 座 る。 横

になっても良い 。

②かかとを合わせたまま、つま先を左

右に開いたり閉じたりする。

（初めは、股関節や太ももにだるさや

痛みを感じることもありますが、続け

ると次第に和らいできます。百回から

始め、五百回を目指してみましょう。）

:

ポ イン ト 足 のつ けね の「 股 関節 」 か

ら足を回すと良い。この動きを繰り返

すことで、股関節が柔らかくなり、股

関節周辺の血流が促される。また、足

を刺激すれば、足の末端の毛細血管が

開き、全身の血流が滑らかになります。

寒い季節、朝晩やると体もぽかぽかあ

たたまりますよ。

他にも様々な運動があります。

ECO)

こち ら から 動 画 見ら れ ま す。

一(般社団法人

令和２年１2月１日

「しょうたき（小多機）」
って何？
～其の三～

おはなちゃん
おはなのマスコット的
キャラクター（自称）
頭のハナミズキがトレードマーク

森田さん
法人おはなの
NPO
代表を務める
宇治とコーヒーを愛する熱い男

「小多機の３つの機能②宿泊」

おはなちゃん

「 デイサービス と“通い ”の

は違うけど、ショートステイは、あ

んなじ。ただ、事業所によって多少

「 泊まる、とい う意味で はお

森田さん

はどう違うの？」

あつぎは、ショートステイと“宿泊”

がけっこう相談できるんやね。じゃ

違いはよくわかったわ。利用の仕方

おはなのかわらばん
三ヶ月前からとか予約受付する事業

かないとあかん。二ヶ月前からとか

らかじめ利用したい日時を予約しと

第3号

所が多いかなあ」

「けっこ う前から予約 せんと
あかんのやね」

「ショート ステイも『 しょう
たき』 の“宿 泊”も 、お 部屋
が空いてないと泊まれないのは同じ
やけど、『しょうたき』の“宿泊”
やったら、“通い”と同じ建物にそ
のまま泊まれるから、利用する人の
不安は少ないかもね。それに、『今
日このまま泊めてもらえるの？』と
いう人にも柔軟に利用してもらいや
すいのが安心かな」

「ほなら、今日泊めて～」

次
↓号
へ続く！

「小多機の３つの機能 ③訪問」

前回までの「小多機って何？」
はＱＲ コ ード やホ ーム ペー ジ
からご覧いただけます。

《 シリーズ》
自分 らしく 、を 支える
～街の電器屋の視点から

私は京阪木幡駅前で電器店を営
んでいます。仕事や健康長寿サポー
ターの活動（集いの場おこしやす）
でご 年配の 方と 接する こと が非常
に多 いです 。コ ロナ禍 では 、自ら
他人 に迷惑 を掛 けない よう になる
べく 外出さ れな いよう にさ れてい
た方が多いようです。
し かし最 近特 に聞こ えて くる声
は、 筋力が 落ち た、体 調が 不安定
など 。半面 、数 は少な くな ります
が体 調面で 問題 なく以 前と 同じよ
うに 元気に され ている 方も いらっ
しゃ います 。そ のため には 簡単な
体操 でもい いの で体を 動か してい
きた いです ね。 最近、 私は 健康の
ため にハイ キン グや登 山を 始めま
した。最初はとても疲れましたが、
山頂 に着い たと きの達 成感 と景色
の良 さが登 山の 魅力だ と感 じてい
ます。 亀のようにゆっくりでもい
いので一歩一歩進めばいつかはゴー
ルに たどり 着く という のが いいで
すね 。三浦 雄一 郎さん は八 十歳で
自身 三度目 のエ ベレス ト登 頂に成
功されました。エベレストを登る

のはな かなか 難し いと思 うの です

が、高 い目標 を持 ち続け ると いう

のは自 分らし く生 きがい を持 って

元気に すごす 一つ の方法 と言 えま
す。

その 他には 、い ろいろ な人 と話

すこと も元気 に自 分らし く生 きて

いくた めの大 事な 栄養素 です 。先

日、集 いの場 を約 八カ月 ぶり に一

部では ありま すが 再開し まし た。

利用者 さんの 反応 はまる で同 窓会

)

で久しぶりに会ったみたいでした。

「元気にしてた？」など笑顔でいっ

ぱいお 話され てい ました 。み んな

つい声 が高く なる ぐらい の嬉 しさ

でこの 日のこ とを 忘れる こと はな
いでしょう。

昔か ら「六 十の 手習い 」と いう

言葉が ありま すが 、人生 百年 も珍

しくな い今日 この 頃。「 八十 の手

習い」 で若い 時、 忙しい 、ゆ とり

がない などの 理由 で手が 付け られ

西 伸介

なかっ た事を そろ そろ始 めて みて
はいかがでしょうか。
電(器店店主・社会福祉士

編集後記

小さなカフェの名称が「ぐりぐり」

法人おはな代表の森田の胃
NPO

になったとお知らせしましたが、実

は

袋が十年以上前にお世話になってい

た、京阪黄檗駅近くで営業されてい

たごはん屋さんの店名から頂きまし

た。当時の店主竹内さんは、現在お

はなのスタッフさん。おはなはたく

さんのご縁に助けられております。

感謝。

☆次号、二月一日号もおはなのこと、

「はなえみ」のこと、地域の“あん

なこと”や“こんな人”、などなど、

盛り沢山の内容でお送りします。

お楽しみに！

みなさまのお声をお聞かせ下さい

おはなのかわらばんを読んで下さり、

ありがとうごさいます。より楽しん

で頂ける紙面作りのために、ご意見

コードを読み取って頂き、
QR

やご感想をお聞かせください。こち

らの

アンケート入力画面

よりご入力ください。

プレゼントあります。

お待ちしております。

