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健康情報

「終活のことを知ろう」

ちょっと知っ得！

　梅雨が明け、本格的な夏を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか？
　蒸し暑さが続く嫌な季節となりましたが、色鮮やかな朝顔や心が明るく
なるような向日葵など、自然が美しい季節でもあります。
　自然に癒されながら、元気に夏を乗り超えたいですね。

今流行の○○活…　皆さんは、何を思い浮かべるでしょうか？

何かの目的のために、積極的に活動することを〇〇活と言います。

つまり『終活』とは、『人生の終わりをより良く締めくくるための準備として、

より良く自分らしく生きて行くための積極的な活動』と言えます。

生きている以上、私もあなたも、いつ何が起こるかわかりません。病気や

事故や災害などで、ありふれた日常が一変することもあるのです。その時、

自分の為だけでなく、残された家族や大事な人が困らないための準備は、と

ても大事です。

では、終活は、どんなメリットがあるのでしょうか？

【3つのメリット】

①　家族の負担を減らせる。

②　持ち物や気持ちの整理ができる。

③　残りの人生を前向きなものにできる。

【終活ですべき4つのこと】

１：財産や持ち物の整理
銀行口座やクレジットカード・不動産や保険・ローンなど、自分の資産の

洗い出しと整理はできていますか？相続で揉めたりしませんか？ペットや趣

味・コレクションなどは、どうしますか？携帯電話やパソコンなど、個人情

報は大丈夫ですか？残された家族は困りませんか？
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２：医療や介護についての準備や意思表示
かかりつけ医や薬は、誰かが知ってくれていますか？自分で意思表示が難

しくなった時の受けたい、もしくは受けたくない医療・介護について伝えて

いますか？費用についてはどうですか？

３：葬儀やお墓に関する準備
どのような葬儀をどのくらいの費用で行いますか？誰を呼びたいですか？

お墓の準備などは、大丈夫ですか？

４：エンディングノート（ゴールではなくスタート。
　　親から子へ、私から大事な人へ引き継ぐものとして）
１～３を含めた、今の段階での思いや考えを書き記していますか？

遺言書のような法的な効力は無いけれど、家族や

大事な人に知っておいてほしいことを記しておきま

しょう。書き方は自由で、書き直しも何度でも可能

です。

もしものことを考えた時、今あなたは、どんなことが心配ですか？

すべてを準備する必要はありません。1つでもできるところから、具体的に

考えて行動を起こすことが大事です。大事な人生の締めくくりのために…。

大事なことは、自分らしく生き抜くための準備と、残された大切な人への

メッセージとして活かされることです。命の長さか過ごす生活の質か…　何

を選ぶかは、どう生きるかを問われることです。

大事な人たちとどう過ごし、どう生きるか

を考えるきっかけとして、一度ご家族で話し

てみませんか。

文責：介護支援専門員　坂本　綾子　　
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そよかぜ教室

3月23日、多職種が参加する備蓄食訓練を行いま
した。
当院で実際に備蓄している食事を、ガスコンロで温
め、使い捨て容器に盛り付けをして、味見をしました。
味や作業の手間など、感想を話し合う中で、検討すべ
き点がいくつか見つかりました。
今後も、災害に備え、安全・安心な食事をスムーズ
に提供できるよう、多職種での備蓄食訓練を強化し
ていきたいと思います。

4月4日、新入職者を対象にAED研修会があ
り参加しました。
使い方はもちろん、一刻を争う事態で、冷静に
現場の確認や人への指示も大切だと感じました。
もし自分が緊急事態に遭遇したら、今回の研修
の経験を活かして行動したいと思います。

4月19日、当法人の健康教室「そよかぜ教室」
を開催しました。
今回は介護支援専門員の坂本が、「終活のことを

知ろう～私と大事な家族のために今できること～」
をテーマに講演しました。（「ちょっと知っ得！健
康情報」をご覧ください）
なかなか実践できない「終活」。大事な人と話し
合い、出来ることから始めてみる良い機会となりま
した。

備蓄食訓練

AED（自動体外式除細動器）研修会

今回の講演資料は、受付待合の棚に置いてありますので、ご自由にお取りください。

10月に、薬剤師の碇本による「お薬のはなし」の講演を予定しております。詳細は後日、院
内掲示やホームページ等でお知らせいたします。参加費無料、予約不要ですので、お気軽
にお越しください。

＜次回のご案内＞
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「令和元年」新しい時代とともに、デイサービスくじばも5年目を
迎えました! 5月には地域の皆さまにご協力頂き、バーベキュー会を
開催しました。地域の方と良い交流ができました!!

デイサービスくじば

バーベキュー会♪ 今年はテントを張って、外でのランチタイ
ム! 地域の皆さまも準備から手伝って下さり、楽しい会とな
りました!!

今年は本格的に「く
じば菜園」始動!! 
看板も男性利用者
さまと手作りしま
した!上出来です♪ 
あとは、成長を願う
ばかり…

地域の活動にも参加しました!! きれいな花が咲きますように…! 
また散歩がてら見に行きましょうね♪

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL 0865-63-1690）（管理者：坂田）

「認知症予防カフェなごみ」に参加しました

　5月26日、社会福祉協議会笠岡支部主催の「認知症予防
カフェなごみ」で、リハビリ職員が「知っておこう！認知症に
ついて」の講話を行いました。
　認知症と物忘れとの違い等では具体的な内容に、あて
はまるかも？と、うなずかれる方や、まだ大丈夫！と笑顔で応
えられる方がおられました。また、リハビリ体操や歌を歌い、
地域の方との楽しい時間となりました。
　次回は8月25日開催予定です。詳細は後日、ホームページ
に掲載いたします。お気軽にご参加ください。
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老人保健施設　くじば苑
ポ ピ ー 畑 へ 行 っ て き ま し た

5月13・14・15日の3日間、道の駅へポピーを見に行ってきました。天候にも恵まれ、とてもきれいに咲
いていました。

手作業で、リハビリ職員と利用者さんが
一緒に新元号の壁飾りを作成しました。
一生懸命、作成に取り組まれていました。
ホールに飾っています。
利用者さんと、新たな気持ちで「令和」
の時代を過ごしていきたいと思います。

開　苑　記　念壁　　画

4月11日、くじば苑が開苑して、26年目を迎える事
ができました。
これからも、利用者さんに満足していただけるよう、
職員一同、努力していきたいと思っています。

平日にも関わらず、多くのご家
族が来てくださり、楽しいひと
ときを過ごす事ができました。
ありがとうございました。

『きれいじゃなぁ～！！』と
久々の外出と一面のポピーを
満喫してきました。
近くで見る花も、綺麗でした。
満開の花に、素敵な笑顔でした。

ご家族も一緒に、おやつ
とジュースで、休憩！！
３日間とも、天気にも恵ま
れ、外出日和でした。
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皆さまからのご意見より

ひよこルーム

『クッキング』
　栄養課の方と一緒に「おべんとうバス」づくりを
しました。
　年齢に合わせて、卵焼きチームと野菜チームに
分かれて楽しみました。トマトのヘタを取ったり、
卵をわったり…。おにぎりはにぎりました。仕上げ
はバスのお弁当箱にそれぞれが盛り付けて完成！
　とっても喜んだ子どもたちです。

『こいのぼり』
　お家の人と一緒に、自分のこいのぼりを作って持っ
て帰りました。
　今年はみんなで大きなこいのぼりを作り、部屋に
飾りました。大きなこいのぼりを見ながら♪やねよ
りたかい…♪と元気よく歌う子どもたち。
　給食はこいのぼりのオムライス！「すごーい！こい
のぼりだ」と大喜び。
　元気に大きくなれそうです。

『外遊びだいすき』
　天気がいい日は散歩に出かけたり、公園へ遊びに行きます。
　現地に着くまでは「見て見て、お花がさいてるよ」「あっ、
ひこうき」など、いろいろと発見して嬉しそうです。
　友だちと一緒に遊ぶことも大好きで、楽しそうな声を
ひびかせてます

「ひよこルーム」は、平成27年７月1日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、安
心して仕事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています。
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リト
ミック」など保育内容も充実しています。

　外来診察室の入口の扉が内開きなので、車椅子で入る時、室内の椅子などを移動してもらわな
いといけない。先生にも移動してもらったりして申し訳ないので、どうにかならないでしょうか。

ご意見、ありがとうございました。
本来、スライド式の扉が理想なのですが、当院は建物が古く（昭和56年築）、当時は車椅子による出

入りをあまり想定していませんでした。
また内開きの理由は、診察室を出る際、外で待たれている方に当たると危険なため、あえてこのよう

に設定しております。
設備上、改良はなかなか難しいのが現状ですが、お困り事などございましたら職員が対応いたします

ので、遠慮なくお声がけください。

そのほか、ご意見、ご要望等ございましたら、院内に設置しております意見箱に投函、もしくは職員
にお申しつけください。出来る範囲内で対応させていただきます。

相談役　池田　美郎　
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医療法人
緑十字会

令和になって早3ヶ月、気持ちを新たにスタートされた
方も多いのではないでしょうか。平成は災害も多く、岡
山も豪雨災害に見舞われました。
来年の今頃は、東京オリンピックが開催され、熱い観

戦も楽しみですね。
みんなの心が一つになり、夢と希望、笑顔があふれる

時代になるよう、切に願っています。　（M.W）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑・通所リハビリ
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人 緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 TEL 0865-62-5121
FAX 0865-62-2706

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内　科 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 治田　精一 ― ― ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 浅沼　由美子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 調整中で現在、火・木（小野裕）に診療しています。
休診の日もございますので、お問い合わせください。

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内　科 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制）

竹迫　憲次
4：00～4：30

竹迫　憲次
2：00～4：30

竹迫　憲次
4：00～4：30 ― 竹迫　憲次

2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4：30～） ―

歯　科
（2：30～）

調整中で現在、火・木（小野裕）に診療しています。
休診の日もございますので、お問い合わせください。

※2019年7月１日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　歯科、皮膚科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。


