２０２２年・夏・5８号
事務所近くの大濠公園脇の明治通りを通
ると、この時期はハスの花がとてもきれい
です。
ハスは、花の中心部が蜂の巣に似ているこ
とから“ハチス”と呼ばれ、
それが訛って「ハス」にな
ったとも言われています。

も暑くなる予報だとのことです。
皆さん、お元気ですか
マスク生活は暑いですね。屋外など一定の距離が
取れる場所では、マスクなしで生活できると言わ
れるようになりました。

先日その蜂に知人が
刺されました。少し腫れただけで
大ごとにはなりませんでした。

やはりマスクなしは
大きな呼吸ができますね。

【おにやんま君】を付けると蜂に刺されな
いと聞き、お店を３件回りましたがありま
せん。お店では毎年、この季節〝疑似オニ
ヤンマ″は入荷すると直ぐに売り切れる
とのことでしたが、４件めにしてやっと買
うことができました。
【
おにやんま君】

羽を広げると 13 ㌢
本物そっくりです。
約 1400 円でした

平年に比べ、一週間遅い梅雨入りです。今年の夏

円安で値上がりラッシュです。気候変動での作物
の収穫の減少、燃料の⾼騰でのバスや電⾞、公共
料⾦の値上げ、新型コロナの影響もあり、家計は
大変です。

原材料を輸入に頼っている⼩⻨粉の値上がりで
パンや麺類は⾼くなっていますが、国内で生産さ

山などに行くときに帽子や背中につけて
いると蜂や蚊に刺されないとか…
安全ピンがついていて、リュックなどにぶ
ら下げることもできます。
オニヤンマは肉食昆虫で
飛んでいる蜂などを強靭
なアゴで捕まえて食べる
ので蜂が寄り付かないそ
うです。
火も電池も使わないアクセサリーで本当に
蜂や蚊から身を守れたらいいなぁと期待を
して使ってみようと思います。（A）

れるお米はほとんど値上がりしていません。
できる工夫をしてなんとか頑張りたいですね。
梅雨が明けたら本格的な夏の暑さになります。
どうぞ心身共の健康をお心がけください。
本年こそ⼭笠が楽しめます
ように☆彡

理事⻑ 三好京子

夏の

体調不良を

予防しよう

春から夏への季節の変わり目と夏の時期は、世代を問わず体調不
良を起こす人が大変多くなります。夏バテ、クーラー病、熱中
症、夏風邪など症状はさまざまですが、特に熱中症は深刻な問題
で、2021 年の福岡市の熱中症による緊急搬送された人は 468 人、
そのうち約半数の 229 人が 65 歳以上の高齢者でした。体調不良
を予防する生活を心がけて夏本番を乗り切りましょう。

予

夏に体調を崩す主な原因
① 屋外の熱気と涼しい室内などの急激な温

防

法

① 栄養価の高い食品をとる

度差は体力を消耗して自律神経が乱れま

疲労回復にはたんぱく質とビタミンが重要。豚

す。

肉、豆類、ねぎ、山芋などがお勧めです。

② 高温多湿の環境が続くと、汗の出口周辺

② 室内での過ごし方を工夫する

が詰まって汗が出づらくなり、体温調節

冷房を直接からだに当てると冷えや寒暖差で体調

がうまく出来なくなります。室内でも熱

を崩します。エアコンなどの風向きを調節しまし

中症に注意！！

ょう。

③ 蒸し暑さで眠りが浅くなると、日中の疲

③ ぐっすり眠るための工夫をする

労が回復できず、体の不調を

昼間の疲れを残さないようにしっかりと睡眠をと

起こしやすくなります。

りましょう。暑くて寝苦しいときは頭を氷枕で冷
やすと寝つきが良くなります。

汗をかいていなくても人間の皮膚や肺からは1日約900mLもの水分が常に失われ
ています。体の水分バランスを保つためには1日に1,000～1,500mLの水分補給が
必要といわれています。水分が体に吸収されるまでに３０分ほどかかるため、
喉が渇いたときはすでに脱水症状を起こしているのです。喉の渇きや汗の量と
は関係なく定期的に水分を摂ることが望ましいです。まずは起床時、朝食時、
10時、昼食時、15時、夕食時、寝る前の1日7回にコップ1杯（約200mL）程度の
飲み物を飲んでみましょう。この時間帯はお薬を飲まれている方もいらっしゃ
ると思います。普段よりちょっと多めの水で飲んでみるなど無理なく続けられ
るように工夫してみてください。（Ⅿ）

体調別のおすすめ野菜

水分を多く含む食物・食事

ニンニク・ニラ・アスパラガス
ニンニクとニラの両方とも独特の辛味と

素を崩さず摂取できます。

デザート

スイカ・イチゴ・みかん・
りんご・もも・なし
ゼリー・プリン・ヨーグルト

アスパラガスはカロチン、ビタミンＣ、ビタミンＥを同

野菜
食事

トマト・きゅうり
スープ、味噌汁（薄味）・

匂いがありますが、これはアリシンという疲労回復

果物

に効果的な栄養素です。油で炒めて食べると栄養

時に摂取できる万能野菜です。アスパラギン酸とい
う栄養素は疲労回復と滋養強壮に効果がありま
す。

豆腐・卵豆腐

いくつになってもオシャレしたい！
～シニアおしゃれ向上委員会～
「年甲斐もなく…」「年齢とともに体型が変わってきた」「肩や足腰がうまく動かせない」など
の理由で、オシャレをあきらめていませんか。体型の変化や、身体をうまく動かせなくなった
人でも、その変化に合わせて自分の好きな服装を選べることをご存知でしょうか。
いくつになっても、オシャレをすれば見た目が若々しくなり、気持ちまで前向きになります。
ユニバーサルファッションを学んで、ぜひおもいきりオシャレを楽しんでみましょう。

ユニバーサルファッションをご存じですか？
ユニバーサルファッションとは、障がいの有無にかかわらず、だれでも
自由に好きな服装を楽しめるようにする取り組みのことです。

ユニバーサルファッションがどういうものか、具体例をあげてご説明します。
裁縫が得意な方はご自身で洋服のお直しに挑戦してみましょう！！

肩の関節の動きが悪くなると、洋服の着脱も
難しくなってきますよね。
出来るだけ前開きの上衣をお勧めするととも
に、袖が通しにくい場合は、袖ぐりや袖口が
広いものを選ぶことで、身体の状態を気にせ
ずオシャレを楽しんでいただけます。

片足立ちが出来ない、車いすを利用されてい
る方など、ご自身でズボンの着脱が困難な方
は、両脇が全開になるファスナーや、お尻部
分が滑りのよい素材のズボンを選ぶことで着
脱が格段に楽になりますよ。

腰が曲がってくることにより、背中が出たり
洋服の形が合わなくなってしまいますよね。
そのような方は、後身頃（背中の部分）が長
めの服を選ぶと背中をすっぽりと包めます。

高齢になると手先が動かしづらくなりますよ
ね。
そのような方は大きめのボタンに付け替えた
り、生地の裏側にマジックテープを縫い付け
ると着やすくなります。飾りボタンをつけて
おくことで見た目は普通の洋服と変わりませ
ん。ぜひ取り組んでみましょう！

洋服に関してのお悩みがありましたらいつでも NPO までご相談下さい！
皆様のお気に入りやおすすめのお店など教えていただけると嬉しいです！！（０）

人生の終わりまで、あなたは、どのように過ごしたいですか？
もしものときのために「人生会議」 （その３）
前回の第 1 章(わたしのこと)と第 5 章(大切な⼈たち)に続き、今回は第２章 もしもの時は を
説明します。主なポイントは以下の 3 つです。福岡市が発⾏している

エンディングノート

告知について

□病名・余命を告知してほしい

に沿って考えてみます。【告知について】【延命治療に

□病名ののみを告知してほしい

ついて】
【終末医療について】に⾃分の希望に合う内容

□家族等に任せる

にチェック☑を入れましょう。

□その他

終末医療について

延命治療について

□可能な限り延命治療
□回復の見込みがなければ延命治療を
希望しない
□苦痛を少なくすることを重視する

□自宅で過ごしたい
□病院で看護を受けたい
□ホスピスで過ごしたい
□その他

□その他

現在は患者に告知するのが普通です。余命がわかれば、最後のための準備ができます。延命治療につ
いては、苦痛を少なくという方が多いようです。
終末医療については、一人暮らしならば、病院かホスピスとなるでしょう。
介護が必要になった時、判断能力が低下した時は NPO センターがいきいきセンターと協力して対応
します。お気軽にご相談ください。
（Y）

ど よ う

月曜 〜土曜

９︓００ 〜 １８︓００
にち

さいじつ

やす

（ 日 ・ 祭日はお休みです ）
ふ く お か し ち ゅ う お う く く ろ も ん

〒 810-0055

ばん

ごう

福岡市中央区⿊門８番２号
TEL 092-725-3000

編集後記

げつよう

ジメジメとした日が続 きますが

営業時間

色あざやかなあじさいに心が癒

えいぎょう じ か ん

されます。

福岡県指定 居住支援法人

あじさいの花

中央部が真花

が桜のように

開花日を観測

していること

をご存知ですか。これ は生物季

節観測と言って季節の 遅れ進み

や気候の変化を観察するため

で、あじさいは夏の訪 れを知ら

せる花なのです。今年 の福岡の

開花日は平年より７日 早い５月

日でした。ちなみに春の訪れ

は梅、秋の訪れはすす きの開花

を観察しています。

ところで私たちが花び らだと思

っているところは実は ガクが発

達したものなのです。 本当の花

はガクをかき分けたと ころにあ

ります。

皆 さん もあ じ さ

い を見 かけ た と

き は注 意深 く 観

察 して みて く だ

さい。 （Ｍ）
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