
ご挨拶

広島文化学園大学教授 土肥敏博
耳寄りな話

三月三日は、五節句の一つで桃の花が咲く季節から「桃
の節句」にあたります。また、女の子をお祝いする『ひ
な祭り』でも親しまれています。「節」は季節の変わり
目で歴の中で奇数が重なる日（人日(じんじつ)（正月7
日）・上巳(じょうし)（3月3日）・端午(たんご)（5月5
日）・七夕(しちせき)（7月7日）・重陽(ちょうよう)（9月
9日）は「陰」になるとして、それを避けるため季節の旬

の植物から生命力をもらい邪気を祓う行事が始まったと
されています。現在は「五節句」の制度は廃止されてい
ますが年中行事として親しまれています。令和3年3月3日

は何の日？

「耳の日」
3月3日は「み(3)み(3)」と、「3」が耳の形に似ていること

にちなんで、

日本耳鼻咽喉科学会がこの日を記念日「耳の日」を制定
しています。

「最近物覚えが悪くなった、頭の働きが鈍くなった」と
ため息ついていませんか？実は“耳寄りな話”があります。

脳は年をとっても衰えないばかりではなく、中には年を
とるほど良くなる能力もあるという驚くべき事実が最近

の脳の研究で明らかにされてきています。
ワシントン大学の調査で、認知力を測る6種のテスト中4
種で高齢者の成績は20代よりも良かった、という結果が

出ています。

高齢者は脳の色々な部位を活用している

トロント大学 シェリル・グレディー博士の脳の造影診
断では、高齢者は一つの作業達成に向けて若年層が使わ
ない脳の部位も使っているといいます。例えば、記憶の

あがりんさいだより
広島文化学園大学 令和３年 第９号

月 日（土）10時からカフェ。決まり次第ご連絡させていただきます。
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耳寄りな話
三月三日は、五節句の一つで桃の花が咲く季節から「桃の節句」にあたります。また、
女の子をお祝いする『ひな祭り』でも親しまれています。「節」は季節の変わり目で歴
の中で奇数が重なる日（人日(じんじつ)（正月7日）・上巳
(じょうし)・（3月3日）・端午(たんご)（5月5日）・七夕
(しちせき)（7月7日）・重陽(ちょうよう)（9月9日）は「陰」
になるとして、それを避けるため季節の旬の植物から生命力
をもらい邪気を祓う行事が始まったとされています。現在は
「五節句」の制度は廃止されていますが年中行事として親し
まれています。令和3年3月3日は何の日？

（沖林様のお雛様）

「耳の日」
3月3日は「み(3)み(3)」と、「3」が耳の形に似ていることにち
なんで、日本耳鼻咽喉科学会がこの日を「耳の日」と制定してい
ます。「覚えてもすぐ忘れる、近ごろは顔は分かるが名前が出ず
！」とため息ついていませんか？実は“耳寄りな話”があります。
脳は年をとっても衰えないばかりではなく、中には年をとるほど
良くなる能力もあるという驚くべき事実が最近の脳の研究で明らかにされてきています。
ワシントン大学の調査で、認知力を測る6種のテスト中4種で高齢者の成績は20代より
も良かった、という結果が出ています。

高齢者は脳の色々な部位を活用している
トロント大学 シェリル・グレディー博士の脳の造影診断では、高齢者は一つの作業
達成に向けて若年層が使わない脳の部位も使っているといいます。例えば、記憶の中枢
といわれる側頭葉（“海馬”があります）の機能が低下すると、高齢者では物覚えに大切な
注意力の補強に前頭葉と頭頂葉の両方を活用しているのです。若年層は、単純作業は左
右の片方の脳しか使わないが、高齢者では“両方の脳”を活用しているのです。このように、
高齢者では脳の様々な部位を使っています。活用する部位が多いほど成果は良いのは当
然ですね。ですから“国や企業のリーダーには高齢者の方がふさわしい”と博士は言ってい
ます。「もっと若い人の登用を」（この度東京五輪大会組織委員会会長後任選びでもあ
りました）と聞くたびに“私たち”は隅に押しやられる思いですが、勇気が湧いてきますね。
下の画像は、高齢者は左右脳を活用している様子です（PRESIDENT 2020.9.4 P34-35）。
（左）若年層は片方をしっかりと
（中）点数が低い高齢者では片方で一生懸命頑張って
（右）点数が高い高齢者は両方を使って余裕ですね

ちなみに「左手書写」は左右脳を使う
ので認知機能の低下防止に良いという
のも頷けますね。

？



ためになること－耳が遠くなってきた！？－

“耳寄りな話”も聞き取りつらい！それは“難聴”では？ 中年期以降の聴力低下（老

人性難聴）は認知症の発症リスクを高める最も大きな要因であるとの調査結果が権威
ある医学誌ランセットで報告され、認知症予防の観点からも老人性難聴の早期予防が
最重要項目の一つであると考えられるようになっています。

老人性難聴（高齢者難聴）とは？
音は、外耳から空気の振動がカタツムリ

の殻のような形をした内耳の蝸牛というと
ころに伝わると、ここのリンパ液が振動し
て、有毛細胞の毛が揺れ動くことで細胞に
電気が発生して、これが聴神経により大脳
へ伝えられて音が感じられます。音が外か
ら内耳に伝わる過程に異常があって聞こえ
にくいのを伝音難聴といいます。老化に伴
って、有毛細胞の数が減って聞こえにくく
なります。これは感音難聴といわれます。
右図は私の聴力検査結果（2020.12）です。

左右ともに特に高音域で伝音、感音聴力が低下
していっています。赤い線を下回ると難聴です
（典型的な高齢者難聴）。

言葉の聞こえ方検査
私は音の伝わり方検査の他、「言葉の聞こえ方検査」

で“カ”“メ”“ツ”が特に聞き間違いという結果でした。日
本語は子音の後に母音が加わって“カア”“メエ”“ツウ”の
ようにできていますので、子音が聞き取りにくくなる
と、これらは“ア”“エ”“ウ”に聞こえるわけです。かねて
から呉線「かるが浜」駅の車内アナウンスが「アルが
浜？」「タルが浜？」と変に聞こえるなあと思ってい
たのですが、カはアだけ聞こえていた訳で、納得。
“音はすれども・・？”でワアワアと音は聞こえるのですが何を言っているのか分から

ない、電話は特に聞き取りにくいなど、子音の部分が抜けてしますので音がぼやけて
聞き取りにくいのです。特に高音域が聞き取りにくいので若い女性の声が聞き取りに
くくなるのが老人性難聴の特徴です。お年寄りには“子音”をはっきり、少し低音で発
音してもらうと助かります。これは加齢による変化なので、誰でもなりえます。

難聴になりやすくなる要因とは？

日常生活の生活習慣が関係します。イヤホンやヘッドホンを使って大きな音で音楽
を聴いたり、パチンコ騒音など大音量に長時間さらされることで耳を酷使すると有毛
細胞にダメージを与えます。有毛細胞は一度傷つくと再生はとても難しいのです。ま
た、耳への血流の減少も大きな原因です。耳への栄養血管はとても細いので、ストレ
スで血管が収縮したり、糖尿病や血中のコレステロールが高いなどで血液の粘度が高
くなるような持病があると内耳の血液循環が悪くなります。このように内耳の血液循
環が悪くなると栄養補給が低下して難聴を加速します。

めまい・難聴・耳鳴りをきたすメニエール病や突発性難聴は診断を受け、正しく治
療しましょう。

電気信号が
脳へ伝わる

老人性難聴では
毛細胞が脱落する

外耳 中耳 内耳

気
導
聴
力
（
伝
音
聴
力
）

骨導聴力（感音聴力）

◎気導聴力は、ヘッドホンで音を聴く。聞き取り難いと伝音難聴。
◎骨導聴力は、耳たぶの後ろに振動板をおいて骨に直接伝えた音を聴く。
聞き取り難いと感音難聴。

鼓膜

蝸牛（毛細胞で電気信号に変わる）

三半規管（めまいに関係）

伝音難聴 感音難聴



補聴器

“補聴器して 大きな声で 叱られる”

難聴と認知症の関係とは？

老人性難聴では、「何？」と聞き返すことが多くなり、聞き返しても同じ調子で繰り
返されるとやっぱり聞き取れません。何度も聞き返すのもどうかと思い、分かったふり
をしたり、とんちんかんな受け答えになって嫌な思いをしたことがありませんか。そう
すると他人との会話を避け、外出も嫌になり、様々の刺激に触れる機会が減ってしまい
ます。また、電子レンジなどの家電や体温計などの高い音の電子音が聞こえなかったり、
ヤカンの湯が沸いたときの“ピー”や、後ろからの自転車のベル音が聞こえなかったりす
ると生活に支障をきたします。なんと言ってもテレビが良く聞こえないとストレスにな
ります。いきおい、ボリュームをあげることになり、“うるさいなあ”と家族から苦情を
言われ、さらにストレスが加わります。こういうことは認知機能低下の要因です。

難聴の予防は？
・栄養不足にならない食事：聴神経の栄養素ビタミンB12の不足に要注意です。ビタミ
ンB12は肉類、特に豚肉に多く含まれています。

・動脈硬化、高血糖は耳にダメージ：食事はゆっくり、良く噛んで食べましょう。血糖
の上昇が抑制されます。食べる順番は、野菜・海藻→肉・魚→ご飯・パン類に食べる
と、食物繊維が糖の消化・吸収を抑えて血糖の上昇を抑えます。

・耳垢も難聴の原因に：耳は清潔にしておきましょう。

難聴の方は？
高齢者では伝音・感音難聴が多く、音がぼや

けたり、言葉が聞き取りに難くなるため仕事や
日常生活に支障をきたすことがあります。耳鼻
科で聴力検査を受け、自分の低下している聴力
成分を補聴器で補うと良いです。実は私も最近
補聴器をつけています。

“そんな大きな声で叱らないでよ”と私、
“普通の声だけど”と家内。

おかしいなと思ったら補聴器をつけていた。叱られるときは補聴器を外してから・・
（そういえば補聴器をつけて慣れるまで半年ほどかかるとメーカーの人が言っていたな
あ・・←ちょっと意味が違うんじゃない？）。

3月の花
＊「木蓮の 花ばかりなる

空を見る」（夏目漱石）
（左 校門前）

＊モクレンは地球上最古の花、
1億年以上も姿をかえずに咲
いている。

＊香水に用いれるほど香りが
良い。

＊「こぶし咲く阿賀南の春」
（右 阿賀南三丁目）

＊春の訪れを告げるこぶし（木
蘭科）は日本特産落葉高木

＊こぶしの花言葉は「友愛」

木蓮とこぶしは、”頭痛”、”めまい”などに薬効があります。



第２回あがりんさい ３月のテーマ：ひなまつり
日時：３月２２日(月） １０時すぎ～１２時まえまで

場所：広島文化学園大学 呉・阿賀阿賀キャンパス 大講義室

広い場所、常時換気！晴れた空、広い海を眺めながらゆっくり過ごしました。

神垣裕子様 小田和子様 プラチナ姉妹による
ピアノ連弾 「ウインナーマーチ」

小田和子様による ピアノ独奏 「雨のち晴レルヤ」

阿賀西延崎プラチナクラ
ブ会長による演奏紹介

新３年生・林教員による
転倒防止体操のすすめ

竹丸由里先生 ハワイコールズによる演奏・歌 １１曲 (フェイスシールド装着）

卒業生による
応募かるた紹介

沖林通子様による お雛様多数 紹介豪華

展示、新４年生と祖母様作お雛様１点 展示
あがりんさい卒業の二人
贈る言葉 浜崎昇様

空本教員挨拶 林教員挨拶

新３年生による
お口の体操のすすめ

丹精込められた水仙
小田様より

祝 卒寿
野口栄子様
希望の言葉

浜崎昇様 平岡哲夫様より
花束贈呈



令和2年度 あがりんさいカフェ(２回）を終えて

3月のあがりんさいで皆様にお合いできて、とてもお元気な様子に、進藤先生
曰く“あの方たちは年々お元気になられているみたい！” －全く同感です！！
3名の方から左手書写を続けているとうかがいました（野口さん、向さん、木本
さん）。他にもおられましたらお知らせ下さい。（土肥）
新聞に次のような声が載っていました（2021.1.1）。

「左手の日記 わが人生の再挑戦 主婦 （岡山県77歳）：「左手で日記を書く。
これが今年の目標だ。左手日記には理由がある＜中略 この方はS状結腸がん（2

番目に重いステージ）で手術を受け、5年を乗り越えた＞「さあ人生のやり直

し」と思うのだが、今度は物忘れなど老化の不安が脳裡をよぎった。そこで思い
ついた。左手で字を書こう、と。そうすれば右脳と左脳のバランスが良くなるか
もしれない。日記には、体温と血圧、前日に起こったことを思い出してつづって
いこう」。

＜運営者コメント＞

この3年間を振り返ると、皆さんの笑顔にいつも励まされていたように思います。人生の大大大先輩の
皆様の表情はとても私を癒してくださいました。私も負けじと元気と笑顔は絶やさず皆様に追いつきたい
と思います。皆さんの新しいことへのチャレンジ精神を見習って日々精進して参ります。これからも「あが
りんさい」で脳を活性化してください。3年間ありがとうございました！

林君江

ゼロイチからスタートした「あがりんさいカフェ」はまる3年。みなさんと「長生きサンバ」を踊ったり、ソフト
食の調理をしたり、豆まき等をし、いつもその空間には「笑いあり・笑顔あり・癒しありの楽しい時間でした。
世代を超えての関わりが少ない学生にとっても地域の方々との触れ合う時間は、心の癒しになり、時代を
生きる方々のお話を伺えることで貴重な体験をさせていただいたと思います。今後も次世代を超えての関
わりの中で「いのちのバトン」を繋げていただけたら幸いです。3年間、皆様とご縁をいただけたことを心か
ら感謝申し上げます。 空本恵美

あがりんさいかるた、ありがとうございます。
クスっと笑ったり、勉強になったり、何度も見返してしまいます。
今回は久々に皆様にお会いできてうれしかったです。
皆様からたくさんパワーを頂きました。
また、ピアノ演奏やお雛様、お花、など本当にうっとりました♡ 今坂鈴江

3月22日に開催された認知症カフェ「あがりんさい」では、久しぶりに地域の皆さま方と交流を図ること
ができ大変有意義なひと時を過ごすことが出来ました。2020年度はコロナ禍にあり、認知症カフェ「あが
りんさい」も2回しか開催もされませんでしたが、皆さま方から健康の源と数々の助言を頂きながら学生・
教員ともに成長していったように思います。今後も地域の皆様方が更にご活躍されますようご健康とご多
幸をお祈りいたします。また、「あがりんさい」でお会いできる日を楽しみにしております。 岡田京子

今年度は、なかなかお会いできないもどかしいカフェでした。早く、自由に行き来できるようになるとい
いですね。お会いできないと、どうされているかしら？と心配になったり、いつの間にか皆様がとても身近
な存在になっています。
来年は、身についた感染防止行動を行いつつ、いつものカフェでお会いできますように祈っております。
加藤重子



あがりんさい会報3月第9号、耳のこと、如何でしたか？そうそう!!うんうん！で納得ですね。
3月22日の本学でのあがりんさい、本当に本当に皆さまの元気そうな声とお顔に会えて良かったです!!!

春の気配があちこちに感じられる今日この頃です。次にお会いできる日を楽しみにしています！
山内京子

浅香先生

進藤先生

今年度、最後の「あがりんさい」が開催できたことをうれしく思います。バンド演奏で懐かしい歌を皆さ
んと歌ったこと・ピアノ演奏・かわいい色々なお雛さまの鑑賞し、ほっこりしました。日本古来の風習の桃
の花は厄除け、成長、無病息災を祈る思いが込められていること、歴史を調べることや伝承していくこと
も大切なことだと思いました。菱の実は「長寿」「健康」ということも知りました。今後も皆様の健康寿命延
伸を祈願いたします。 高橋登志枝

人に会っておしゃべりする、一緒に楽しくご飯を食べることが『あたりまえ』だったのに、その当たり前を
止められることがこんなにも窮屈でつまらない時間になるんだ・・・と実感した1年でした。いつまで続くの
でしょうか？少しずつ、少しずつまた『あたりまえ』が取り戻せますように・・・。

浅香眞由巳

今年度のカフェは2回でしたが、久しぶりに皆さんにお会いした時こんなに元気をいただいていのだと
実感しました。あがりんさいだよりの発行も喜んでくださり、皆さんとの絆を再確認しました。教員が企
画・準備してお招きしているつもりでしたが、最近はあがりんさいの皆さんに引っぱっていただいていま
す。「あそこはもっとこうしたらいいよ」「次は〇〇しよう」とご意見をいただき、みなさんのあがりんさいに
なっていると感じます。これからもよろしくお願いいたします。

進藤美樹

アンケート：「新型コロナ感染症の前の普段の生活との比較しての現在の気持ち」（回
答者 第2回あがりんさいカフェ参加者（地域住民）23名）

〇減少した項目：
「外出頻度」（最多）「他人との交流」「体力」「睡眠時間」「生きがい感」「飲酒
量」
〇増えた項目：
「テレビを見る時間」（最多）「本・雑誌を読む時間」「病院へ行く回数」「体重」
〇「新しい楽しみ方を見つけた」：
「ピアノを弾くこと」「新しい料理・お菓子作りをすること」「お庭の手入れ・菜園・
ベランダでハーブを育てること」「以前より花の世話をするため畠によく上がるよう
になった」「ぬいもの」「週1回ウィングに行ってます」「読書」「ピアノ練習」「山
や海など、人生の美しさを楽しむ様になった」「見つけたい！！」
〇常連さんからは：
「あまり変わったことはありません。あがりんさいで習ったことを声を出してパタカラ
を海辺で大きな声を出したり、左手書きを毎日やります。先生やみなさんとお会い出
来ない事がさみしかった。今日は本当に皆さんに会えて良かったです。今月の集まり
をお願いします。」とのコメントがありました。



さっとひとふりビタミン愛
我が家の味

すこしは遠慮してコロナさん
みんなの幸せうばわないでよ

湯川和子

ささえ合いお互いの安心安全を

ストレッチ家内と二人で競い合う

せ伸びせず牛歩の様なリハビリを

そうですねうなづく笑顔に元気出る

ちかごろは顔は判るが名前でず

とし老いてわかる二人の夫婦愛

浜崎 昇

さすがだね先生方の今年の抱負

先生方の今年の抱負を拝読させて頂き、
頑張ろうと元気が出ました。
今年も宜しくお願い致します。
生徒さんも夢に向かって頑張ってください。

向 敬子

２月ご応募いただきました！

さいた花いつまでもつか楽しみネ

すいた人心の中や夢の中

せ話すればにこっと笑顔ありがとう

そばに居てくれるだけで親孝行

ちまよったこの世を早く終わらせたい

つたえたい私はあなたの心の友

とっても良い日 明日もまた♪♬

（早く歌える日が来てほしい）

小田 和子

せ界中振り回されるコロナキン

あがりんさいだより頂くと皆様の笑
顔が思いだされ楽しく読ませていた
だいております。

今年も宜しくお願い致します。

沖林 通子

お雛様を展示していただきました。

オレンジが好き誕生日カゴいっぱい
の花届く

ほっ海道につづく海を見てパタカラ
を５～６回

はやくこいあがりんさい

90歳に成った私一年前とは違う

こんな私でもあがりんさいに行ける

のかな～、雨風以外散歩には出てい

ます。朝夕体温も計ってます。左手

書きもどうにかやっている。やりた

いことがまだある。

野口 栄子

とってもステキ！！年老いてこそ 明る
い服で

梶島倶子

先生方、学生さんご無沙汰しており
ます。世界中がコロナ禍で大変な一
年となりました。いつも通りの生活が
できず不自由な毎日ですが、コロナに
負けない様、頑張っています。

ウオーキング、ストレッチ、左手書字

皆さんと早く逢え あがりんさいカフ
ェに参加したく思っています。

今後ともよろしくお願い致します。

かるた・おたより紹介コーナー



さみしいね楽しい旅コロナ禍ですべて水の泡

平岡 哲夫

コロナ禍で各催しが中止になりまた（残念）皆
様方も大変でしょうが頑張ってください。

僕も頑張る（畑しながら）

早くあがりんさい出来たらいいですネ！

まさかこんなに長い自粛生活を送るなんて！

親を看取りやっと自由の身になったのに・・・。

旅行行きたい遠方の友にも会いたい。

いつ実現するのかワクチン接種、

接種後には元の生活に戻れるのかしら？

残り少ない人生と楽しく過ごしたいです。

早くカフェが始まるといいな～。

白木 淳子

お便りありがとうございました。

昨年の暮に主人が亡くなりました。

主人も文化学園の佐々木先生には大変お
世話になりました。未だ沈みがちな日々を
過ごしておりましたが、今日、お便りを頂き
皆様のご挨拶を読ませていただいていると
なんだか気分が和んでまいりました。今年
もよろしくお願いいたします。

中島 雅子

いい年になりました。自分でも驚くほどに
平々書簡をいただくことも減る一方・・・。

そんな中で戴く“あがりんさいだより〝は貴
重な存在です。今回も勿論ありがたく嬉しく
拝読させていただきました。

ご案内いただけば必ず出席いたしたく心
待ちにしております。ご健勝の程お祈りしま
す。

岸本 孝夫

いつも気にかけて下さりありがとうございま
す。

外出は散歩毎日、病院、スーパースクワット
しています。

読書「盤上のひまわり」柚木悠子

「慈雨」柚木悠子

遠藤周作「影に対して」未発表は読んでみた
い本です。

木本 延子

３月ご応募いただきました！

さくら花あっという間に散りにけり

すかさずさし出す、救いの手

せんせいの教えを今も気にとめる

そうだんで一つづつ解決す

ちょっと貴女の声にありがとう

つとめでも心からすればかよいあう

ともだちいっぱいつくりたい

小田和子

さっそうと歩いてみたし痛みなく

すレンダー美人、50年前はあなたも私も

せっせと忍び足ができぬ杖の音

ちらほらと桜だより、それなりの年で聞く

つごうよく忘れたと云う老いの口

とうとう八十路かいつの間に

いつもやさしくお世話下さりありがとうござ
います。

松本菊美

“あがりんさい”お電話ありがとうございま
した。参加したくてできなくて残念でした。
私の母が94才と主人の母が98才の二人と同居
してお世話している身で10年以上お世話して
いる私達も後期高齢者と、家族の年齢総数は、
きっと・・・。一年一年を大切にしてゆきた
いと思っています。今年もよろしくお願い申
し上げます。

道垣内宏 道垣内典子

運営者一同、みなさまにお目にか
かれる日を楽しみにしています。



頭の体操 その7
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

1.下の左右の絵をしっかり見てください。違っているところが5か所あります。
さあ、どこでしょうか？

2.次は漢字の書き取りです。では、どうぞ！
やさ ぶんしょう

1）（ ）しい漢字を使った（ ）。

けいひ せつやく

2）電源を切って（ ）を （ ）する。

こうか ずつう

3）薬の（ ）で（ ）が治る。

出典先 ハートページナビ【間違い探し】 https://www.heartpage.jp/contents/magazine/08-00192

中国新聞 土曜朝刊 漢字書き取りトレーニング

広島文化学園大学看護学部 浅香真由巳



頭の体操 その6 答え
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

今回は節分や2月にまつわる雑学クイズを探してきました。
皆さん、もの知りなので簡単かもしれませんね。では、どうぞ！

問題１：2月3日は節分ですが、節分に豆まきをするのはなぜ？
①邪気を払うため
②立身出世のため
③食べ物に困らないようにするため

問題２：節分には恵方巻を食べますが、その昔に食べられていたもの
は次のうち、どれでしょうか？
①ういろう
②そば
③お雑煮

★昔は立春を迎える前にそばを食べて身を清めてから節分を迎えていたそうです。

問題３：恵方の方角にいるのはその年の神様です。その神様は次の
うちどれでしょうか？
①歳徳神（としとくじん）
②七福神（しちふくじん）
③福徳神（ふくとくじん）

問題４：鬼は二つの動物を組み合わせたものです。それはどれでしょ
うか？
①牛と虎
②ライオンと虎
③鹿と虎

★鬼がやって来る鬼門は方角でいうと『北東』、これを十二支を当てはめると、
丑と寅です。鬼の角は丑＝牛、鬼のパンツは寅＝虎ということでしょうかね。

問題５：2月の旬の野菜です。『野菜の王様』とも言われるのは次の
どれでしょうか？
①いんげん
②ブロッコリー
③人参

★ブロッコリーは2月が旬の野菜で、ビタミンや鉄分を含み。風邪の予防効果もあるそうです。

出典先 【節分と2月の雑学クイズ 30問】高齢者におすすめ!!簡単三択・豆知識問題を紹介！ https://help-nandemo.com/
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一番初めに林先生に習った転倒防止
体操を続けています。これからも続け
ます。林先生・空本先生 ありがとう！

令和2年度 あがりんさい

・
あいさつ
血圧測定(自動血圧計)・調査

健康づくり・認知症予防他講話

認知症予防・介護予防イベント

・嚥下体操・筋力アップ体操

・お茶の時間

・参加者語らい

おわりのことば

各種健康調査（1回/年）

対人援助センター呉・阿賀キャンパス

責任者 土肥敏博
運営者 林君江 空本恵美 進藤美樹
今坂鈴江 浅香真由巳 岡田京子
高橋登志枝 出田聡子 加藤重子
看護学部 学部長 山内京子

メンバー紹介

カフェ行事 基本プログラム

発行所：呉市阿賀南2-10-3

広島文化学園大学看護学部
代表電話：0823-74-6000

４月 自粛のためお休み
５月 電話インタビュー等
６月 新しい生活様式
７月 七夕出張カフェ中止

ニュースレター創刊(1号）
８月 認知症コース学生による模

擬カフェ実施、熱中症予防、
手作りうちわ配布（２号）

９月 災害の備え（３号）
10月 認知症予防（４号）
11月第１回カフェ健康調査（5号）
12月クリスマス会中止年末(6号）
１月自粛のためお休み年始（7号）
２月 節分ニュースレター(8号）
３月第２回カフェひなまつり(9号)

令和２年４月～令和３年３月

編集後記
皆様のかるたのアイディアや近況のお頼りに、「頑張らねば！」と励まされました。
不便な一年でしたが皆様のお陰で「あがりんさいだより」も毎月第9号までお届けすることが
できました。 ありがとうございました。 令和3年度は、4月（10号）から発行します。
引き続き、原稿のご協力を宜しくお願い致します。 加藤重子


