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令和３年２月２１日（日）１２時～１５時

内覧会のお知らせ

☎ 0774-26-2459

ご来場いただけます。みんなのカフェぐりぐり

✉jicoroom@gmail.com

０８０-4183-0087(森田）
特製ブレンドコーヒーなどを準備して、皆さま

のご来場を心よりお待ちしております。

ホームページこちら→

（感染症対策には十分配慮いたします。）

おは な の か わ ら ば ん

ご質問をいただければと思います。どなたでも

岡 屋 小 の北 側 に新 店 オープン！

〒611-0002
京都府宇治市木幡熊小路7-7

NPO法人おはな
本来、説明会を開催したいところですが、密を避けるために内覧会の
みの開催とさせていただきます。見学にお越しいただいた際に、ご意見・

地域の中で
ほっと安心できる
居場所を目指して⒑
昨年九月より始まった、小規模多
機能とカフェのための改修工事が一

月末ごろ概ね完了いたしました。三

月一日オープンを目指して準備を進

めております！
小規模多機能「小多機の家はなえ

地域の歴史コーナー

二子塚古墳公園

二子塚古墳は、六世紀初頭に

築造された、古墳時代後期の山

城地方最大の前方後円墳で、全

長約百十二メートルにも及び、

京阪電鉄・黄檗駅北側の西方寺

裏の竹藪に、宇治二子塚古墳の

一部が眠っています。二重の濠

をもち、全国的にも珍しいそう
です。

この古墳の背後の山稜には、

栄華を極めた藤原一門の墳墓と

して御陵にされている“木幡・

宇治陵墓”と周辺の住宅街に点

田までご連絡

み」は歳をとっても障害があっても、

在する墳墓群が、実は百五十～

す！担当の森

自分らしく暮らすためのお手伝いが

二百基近くあったと云います。

品を募集しま

できればと思っております。

もうちょっとキレイな公園だ

ど、皆様の作

といいのになと思う今日この頃

短歌や絵画な

です。

写真や川柳・

「みんなのカフェぐりぐり」は、

完成間近となっている

ロゴが完成。左から、「小多機の家はな
フェぐりぐり」

所在地・宇治市五ケ庄寺界道二十五

募集中

飲食店が少ない地域の食支援で、ほっ

（１月中旬）

と一息安心できるお店を目指します。

現在の工事の様子

えみ」「通いの家おはな」「みんなのカ

の一（小多機の家はなえみ、みんな
のカフェぐりぐり）

地域の作品
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ください。

地域の方紹介コーナー

第二号に続き、北山しょうこさん

からのお話です。

時々、地域のゴミ拾いをしていま

す。一人でしたり仲間数名で集まっ

てしたり。吸殻、ペットボトルやジュー

スの缶等、道にたくさん捨てられて

います。北極では地球温暖化のため

に氷がとけ、白熊がエサを食べられ

ず餓死しているそうです。また、三

十年後には海のプラスチックゴミが

魚の数を超えると言われています。

一人一人が一日一個ゴミを拾うだ

けでも随分変わると思います。未来

にきれいな街や美しい地球を渡した

いものですね。

「しょうたき（小多機）」
って何？
～其の四～

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③訪問」

おはなちゃん

「 最初は『しょ うたき』 って
どんなところなんやろー、って思っ

かんとか、同居の人がいたら家事支
援は難しいとか」

「へえー、そうなんや」

「 臨時 訪問 も でき ない わ けで
はないけど 、基本的に は、ケ
アマネさんが作るケアプランの時間
どおりに家に来てもらうっていうの
がある。『しょうたき』の“訪問”
はというと、なんでもあり！ではな
いけど、緊急時も含めてその人が必
要な時に必要な量の支援を受けるこ
とができるねん。食事介助や、トイ

いいな」

「２４時間・３６５日の安心
を『しょうたき』で、地域のみんな
といっしょに考えられたらいいね」

「“みんな” のなかに、 おは
なちゃんもすでに入ってるからこれ
からもよろしくね」

完
前回までの「小多機って何？」
はこちらからご覧いただけ

床ずれ の処置 など の医療 的な ケア

をしま す。「 住み 慣れた 家で 暮ら

したい 」「人 生の 最期を 自宅 で迎

えたい 」とい う思 いに伴 走し 最期

まで苦 痛なく 過ご せるよ うに 、あ

るいは 介護す る方 が不安 なく 看取

ること が出来 るよ うなお 手伝 いも
します。

訪問 看護の 強み は、地 域で 暮ら

す赤ち ゃんか ら高 齢者の 方ま です

べての 年代の 方に 、関係 職種 と協

力して 「その 人ら しく生 きる 」を

支えることが出来ることです。

病気 や障が いが あって も家 族の

笑顔や 見慣れ た景 色、聞 きな れた

過ごす ことは 大き な安心 感を もた

音に囲 まれた 「い つもの 場所 」で

《 シリーズ》

葉を耳 にしま すが 、訪問 看護 が地

まだ訪 問看護 を知 らない とい う言

らし、 生きる 力と なりま す。 まだ
～訪問看護の視点から

自分 らしく 、を 支える

レの介助といった身体的な介護とか、 ます。
散歩の付き添い、安否確認、服薬確
認といった“ほんのちょっとした訪
問”も可能やから、痒いところに手
が届くって感じかな」

「おお！心強い～」

たいと思っています。

り、頼 ってい ただ ける存 在に なり

編集後記

昨年の夏の終わり頃より数ヶ月間、

近隣の皆様には工事の騒音などで大

変ご迷惑をおかけいたしました。今

後は、地域の中でお役に立つことが

できるよう、法人・スタッフ一同誠

森田

心誠意運営して参りますので、末長

くお願いいたします。

スタッフ募集中

デイサービス「通いの家おはな」

と、小規模多機能ホーム「小多機の

家はなえみ」は、職員を募集してお

ります。詳細は、担当森田までお問

い合わせください

☆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！

ださい。こちらのQR コードを読
み取って頂き、アンケート入力

域の皆 様にと って 身近な もの にな
じですか？

に、ご意見やご感想をお聞かせく

訪問看護（ほうかん）ってご存

訪問 看護師 がご 自宅に 定期 的に訪

り楽しんで頂ける紙面作りのため

てたけど、わたし、めっちゃ詳しく

「 なん かん で もで きま す ！ま

（訪問看護師 金澤 克枝）

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

なってきた感じ。建物もだんだん完
成に近づいてるようで嬉しいわぁ。

問し て、健 康面 や生活 面な ど気に
なっ ている こと をお聞 きし 、血圧
や脈 拍など の測 定、体 調を 観察し
て医 療と生 活の 両面を 合わ せて判
断します。

プレゼントあります。

か せて くだ さ い！ 、と は よう

会とか、これまで築いてきはった関

病 気の悪 化を 予防し たり 、体調

さい。

言わんけど、介護が必要になっても

「介護保険サービスのヘルパー

係を切ってしまわなくてもいいよう

によ っては ご自 宅で点 滴や 注射、

画面よりご入力くだ

じゃあ、三つめの機能、“訪問”と
ヘルパーの違いを教えて」

安心できる環境のお手伝いができた

は、平成十二年に制度が始まった時

に、ご本人とも、ご家族とも、地域

らと思ってるねん。家族とか地域社

と違って何かと制限があるねん。訪

のみなさんとも考えながらできたら

森田さん

問と訪問の間に二時間空けないとあ

みなさまのお声をお聞かせ下さい
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