影を慕いて

２０2２年・秋
5９号

まぼろしの 影を慕いて
雨に日に
月にやるせぬ
わが想い
つつめば燃ゆる
胸の火に
身は焦がれつつ
しのびなく

皆さん
大きな台風が通過したりしていますが大丈
夫ですか？
ゲリラ豪雨、線状降水帯など耳にするように
なりましたが、万が一の場合の備えはできて
いますか？
改めて、避難所や
非常持出袋、
非常食の確認を
しましょう。

20 代半ばに失恋をして自殺未遂
を図った古賀氏は、友人に助け
られます。その時に⾒た蔵王の
夕暮れから『影を慕いて』の詩が
浮かんだと言われています。

わびしさよ せめて痛みの
なぐさめに
ギターをとりて 爪弾けば
どこまで時雨 ゆく秋ぞ
トレモロさびし 身は悲し
君故に 永き人世を 霜枯れて
永遠に春見ぬ わが運命
永ろうべきか 空蝉の
儚き影よ わが恋よ

『影を慕いて』は１９３２年に古賀政男が作詞・作曲
し、藤山一郎が歌って大ヒットを記録しました。

いま世の中は、猛スピードで変化していま
す。ガラケーからスマホへ、現金から電子マ
ネーなど、技術の進歩とともに私たちの生活
にも変化が求められています。
便利なより良い暮らしのために早い変化ス
ピードも必要ですが、心だけはそのスピード
に揺らぐことなく ゆっくり ゆったり
保っていきたいものです。

早いもので秋です。
歳をとると一日が短く感じられます。
自分の好きなことを見つけて、日々を大切
に過ごしましょう。
どうぞ豊かな歳を重ねて
心身共に健康で！！

古賀政男は福岡県三潴郡(現・大川市)に誕生。
近くには水の都柳川があり、その風景は後年の
『誰か故郷を想わざる』のモチーフになりました。
理事⻑ 三好京子

皆様はどんなスポーツをしていますか？
スポーツを行うと、たくさんの良い効果が表れます。身体機能にとっては筋力が向上し、転倒や骨
折などケガの予防に役立ちます。
また、血流がよくなるため内臓の働きも活性化するので食欲が増進し、さらに腸内環境が良化し免
疫力を高められます。生活習慣病をはじめとした、各種の疾患の予防にもつながりますよ。
本日はオススメのスポーツ３選を大坪がご紹介させていただきます！！

1 時間程度のウォーキングが効果的です！
健康にいいとされる「目標の歩数」はどのくらいなのでしょうか？
厚生労働省の示す 1 日の目標値は、成人男性で 9,200 歩、成人女
性で 8,300 歩です。70 歳以上の場合、男性は 6,700 歩、女性は
5,900 歩が目標とされています。
おおむね 10 分で 1,000 歩という計算ですから、高齢者でも 1 時間
程度のウォーキングが望ましいです。まずは 20 分程度のお散歩か
ら初めてみてはいかがでしょうか。

グラウンド・ゴルフとは、ゴルフのようにボールをクラブで打ち、
ポストにホールインするまでの打数を数えるというスポーツです。
子供から高齢者まですべての人が、楽しくプレーすることができます。
グランド・ゴルフの愛好者は転倒予防に必要である「歩幅」が長年維
持されていることや、心と体の不安感が他と比べて少ないことが研究
で分かっています。
心と体の健康の為に初めてみてはいかがでしょうか。
NPO の入居者に指導員の資格を持っている方もいらっしゃいますよ♪
次回号でその方の紹介を行うかも・・ 楽しみにお待ち下さい！

卓球は潜在競技人口約 1,500 万人の人気スポーツです！
怪我が少ないスポーツとも言われていますので、老若男女誰もが楽しむ
ことが出来ます。80 代 90 代の愛好者も数多くいらっしゃいますよ。
激しい運動が苦手な方にも親しみやすく、フレイル予防のための運動と
して適しています。
是非お近くの卓球場を探してみてはいかがでしょうか。
実は大坪も卓球愛好者です。練習のお誘いをお待ちしております♪

先日、7 年ぶりに大会に出場しました！

運動が苦手なら「ちょっと歩く」からでも OK！
買い物や洗濯など日常の中で身体を動かすことを意識しましょう！（O）

いろんなものの値上げが続いているので保存の効く乾物を上手に利用して料理を
作ってみましょう。切り干し大根は、生の大根よりもカルシウムや鉄分、ビタミン
B 群などが豊富に含まれています。食物繊維も多く、動脈硬化や大腸がんの予防効果や便秘
の改善も期待できます。
切り干し大根の下処理
たっぷりの水に切り干し大根を入れ、サッと洗ってごみなどを落とす。ごみを取り除いたらボウルにたっ
ぷりの水を入れ、切り干し大根を入れる。そのまま約 20 分間つける。切り干し大根が柔らかくなって広
がってきたら、ざるに上げて水を絞る。パリパリの食感を楽しみたい人はこのまま使い、柔らかい方が良
い人は一度茹でてから使ってください。

切り干し大根のサラダ

作り方
１ 切り干し大根は長さ３cm に切る。
材料（２食分）

ツナはオイル(または水)を切ってほ

切り干し大根 20g

ぐす。

ツナ１缶

２ 切り干し大根、ツナをボウルに入

マヨネーズ大さじ２

れ、マヨネーズを加えてあえる。全体
に味がなじんだら、器に盛る。

切り干し大根の
豚肉炒め

材料（２食分）

作り方

切り干し大根 30g

１ ボウルに調味料を入れ、豚肉を漬け

豚こまぎれ肉 200g

ておく。フライパンに油を引き、野菜

玉ねぎ１/２個（約 100g）

がしんなりするまで炒める。

にんじん 30g

２ 豚肉を調味料ごと加え、３分ほど炒

合わせ調味料

めたら完成。

しょうがのすりおろし小さじ１
にんにくのすりおろし小さじ１
しょうゆ、みりん、酒各大さじ２
砂糖大さじ１/２

カルシウムと鉄分は不足しがちな栄養

切り干し大根と同じく乾物の

素です。切り干し大根を戻したときに

干し椎茸を使って炊き込みご

どうしても栄養素が水に溶け出してし

飯を作ってみました。そのほ

まうので、戻し汁を料理に加えること

かにも酢の物や味噌汁の具、

で余すところなく栄養を摂取しましょ

カレーなどに入れても美味

う。

しいですよ。(M)

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？
第４章 エンディング

(最終回)

前々回の「わたしのこと」と「⼤切な⼈たち」、前回の「もしもの時は」に続き、第４章「エンディング」
で最終となります。「葬儀のこと」「供養について」「遺言書について」「もしもの時の連絡先リスト」で構
成されています。
葬儀については高齢化が進み、知人なども参列がままならなくなってきており、近親者のみで⾏う「家族
葬」や、葬儀式・告別式を⾏わない「直葬」が増えてきています。直葬では、自宅や病院で亡くなったら
直ちに葬儀社が引き取り、届出人が死亡届を出し速やかに火葬します。
こうして欲しいとの希望があっても、意識がなければ伝えようはありません。エンディングノートは本人
の希望は伝えられますが、法的な効⼒はありません。そこである方は NPO と死後事務委任契約を結びまし
た。死亡からアパートの退去(解約)手続も

契約内容

盛り込んであり、これで一安心です。

１

死亡届などの事務

２

指定する知人などに死亡を連絡

３

アパートや施設からの退去手続き、

また博多湾での散骨を希望された方もいら
っしゃいます。散骨費用は 6 万円程度です。
遺言書については、法務局で預かってくれる「自筆証書

遺留品の整理処分

月曜 〜 土曜

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

ど よ う

食 欲 の秋 、美 味 しく食 べていま

げつよう

すか？

９︓００ 〜 １８︓００

営業時間

高齢になると、体にさまざまな

えいぎょう じ か ん

変 化 が起 きます 。口 の中 も同

福岡県指定 居住支援法人

じで、食べ物を飲み込む力が低

下 して間 違 って気 管 に入 ってし

まったり、歯周病などで歯を失

ったりす ることも 多 く な りま

す。

歯磨きは思う

以上に大切です。

磨くことで唾液の分泌が促され

き声で秋を楽しんで

虫 歯 や口 臭 が防 げます 。味 を

NPO までご連絡ください。（Y）

確 認 しながらしっかり噛むこと

納骨式の日時を知人へ連絡

で栄 養 の吸 収 、免 疫 力 のアッ

７

プ、脳 への刺 激 が与 えられて健

続き先一覧については触れませんので、相談事があれば

康を維持できます。

永代供養で契約済の寺へ納骨

定期的な歯科 受診と毎 日の歯

６

磨きを心がけましょう。

第３章 財産について、第６章、第７章 各種相談・手

道の駅で鈴虫を見つ

火葬場でお別れ会を⾏う

けました。雄３匹 と

５

雌３匹で４５０円。

読経などの葬儀は⾏わない

癒 さ れ る鈴 虫 の鳴

４

います。（
Ａ）

遺言保管制度」ができましたので改めてご紹介します。

