
 

7月の予定 2015年７月21日発行  

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日 舞踊　葉の會　おさらい会

27 月 となりの畑

28 火

29 水

30 木 となりの畑

31 金

となりの畑
カフェ休み
運営委員会13:30～

大槌同郷人会　大沢温泉
山田同郷人会　台温泉　観光荘

一日市サマー宵宮フェスティバル
信金一日市支店駐車場　17：00～21：00

TEL/FAX：0198-22-4748

E-mail：info@yuicco.com

http：//hanamaki.yuicco.com

ゆいっこ花巻新聞
〒025-0073　花巻市一日市４-21

夏の焼肉交流会　鳥谷ヶ崎公園
16：00～18：00

 
―― おはなしころりん ―― 

 
 7月3日、ママ・グランマお茶会に神奈川県

秦野市から「おはなしころりん」さんが来てく

れました。震災翌年の1月から始まった訪問

も、６回目となるそうです。 

 佐藤助産師さん宅の会場に、乳幼児やママ

など17名が集まりました。おはなしが始まると、

ハイハイをしていた赤ちゃんもじっと聴くから

不思議です。「♪こぶ・たぬ・きつ・ねこ」「♪た

てよこひよこ」などあそび歌で赤ちゃんも大人

も笑顔いっぱい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 楽しい会のあとは手作りお菓子や料理をみ

んなで囲みました。おはなしころりんさん、 

  今年もありがとうございました。 

―― 連絡先の変更はご一報を！ ―― 
 
 住所移転の場合は、電気、電話、ガス、郵

便局等への連絡のほか、ゆいっこ事務所に

もお知らせいただければ幸いです。 

 お忙しいところ、お手数ですが、お電話くだ

さるよう、お願いいたします。 

 ―― 舞踊 葉之會 おさらい会 ―― 
 

日時：７月26日（日） 開演12：30 

場所：なはんプラザ 

※）入場無料ですが、入場整理券が必要です。 

入場整理券が３枚、事務所にあります。 

取りに来られる方に差し上げます。 

―― 焼肉交流会 お手伝い 再募集 ―― 
 

 ７月25日（土）夏の焼肉交流会のお手伝いが

足りません。当日のお手伝いをあと４名、募集

しています。 

 事務所までお電話をお待ちしております！ 
 
・台所(野菜カット、おにぎりなど)：２名 

・会場運搬（会場設営、備品・食材運搬）：２名 
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1 土
2 日 一日市朝市

3 月

4 火 気がかり会議・七夕飾りつくり　10：00～

5 水 起業会議　14：00～

6 木

7 金
8 土
9 日
10 月 となりの畑

11 火 結海イベント（結海定食は限定30食です）

12 水
13 木
14 金
15 土
16 日 　
17 月 となりの畑
18 火
19 水
20 木 となりの畑

21 金

22 土
23 日
24 月 となりの畑

25 火

26 水

27 木

28 金
29 土
30 日
31 月 となりの畑

８月の予定

となりの畑
企画会議　13:30～

となりの畑
運営委員会13:30～

となりの畑

ママ・グランマお茶会「水あそびをしよう！」

お茶っこ会　妙圓寺　9：00～12：00
（送迎いたします。
19日までに事務所にお電話ください）

事務所夏休み

気仙沼会　大沢温泉
山田同郷人会　鉛温泉・藤三旅館
大槌同郷人会　大沢温泉
新聞発行

となりの畑

――  七夕飾りつくり ―― 
 
 旧暦の七夕・８月７日に向けて、事務所

前に竹飾りを立てます。みんなで竹飾り

をつくりませんか。 お子さんの参加も大

歓迎です。 

日時：８月４日（火）10：00～12：00 

場所：ゆいっこ事務所 

持ち物：ある方はお持ちください。 

     はさみ、カッター、 

     色紙、画用紙、セロファン、 

     その他、飾りに使えそうな材料 

―― お茶っこ会でそうめん ―― 
 
 8月のお茶っこ会は21日（第３金曜日）で

す。 

 丸亀製麺で好きな天ぷらを買ってきて、

妙圓寺さんの２階の台所でそうめんをゆ

でます。ちょっと早めの１１時半ごろから

食べる予定です。そうめんと天ぷらの会

に大勢の参加をお待ちしています。 
 
※）会費：そうめん代100円+天ぷら実費 

  お茶っこ会会費（100円）とは別に 

  いただきます 
 
※）天ぷらの種類（100～150円）：野菜か

き揚げ、かしわ天、えび天、いか天、さつ

まいも天、なす天、かぼちゃ天、ちくわ天、 

  きす天、半熟玉子天 

花巻市への避難者数 
 

釜石市 59世帯 109人、大槌町 82世帯 

173人、陸前高田市 16世帯 25人、山田

町 19世帯 38人、大船渡市 18世帯 39人、

宮古市 14世帯 25人、宮城県 24世帯 46

人、福島県 8世帯 15人 

          合計 239世帯470人  

          (平成27年6月30日時点) 

気仙同郷人会は 

お休み 

 気仙同郷人会は、

８月はお休みです。

次回は９月６日・大

沢温泉です。お楽し

みに！ 

―― 結海ギフトセット始めました ―― 
 
 お好きな品をお選びいただき、箱に詰合せます。 

 お中元・お歳暮にもどうぞ。2000円から。 
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―― 優香苑 ランチセット割引引換券 ―― 
 
 山の神温泉・優香苑のランチセット割引引換

券を差し上げます。食事と入浴のセットが、通

常1500円のところ1000円になります。 

 事務所に取りにおいでください。５枚ありま

す。 

・1枚につき5名まで割引となります。 

・食事処 葉山（11:30～14:00） 

・８月31日までの平日のみ（ただし、8月13・14 

  日は除きます）使えます。 

―― お米あります ―― 
 

玄米30キロ 5500円 

白米28キロ 6500円 

配達料：旧花巻市内 400円 

      旧石鳥谷町・東和町・大迫町 500円 

※）注文をいただいてから農家に発注し、配達

してもらい、事務局が精米に行きます。「今日

中に配達して」と言われても、すぐには対応で

きない場合があります。日数に余裕をもって 

  ご注文ください。 

―― インターネットカフェ ―― 

 いよいよ暑くなってきました。ゆいっこカフェは

冷房が効いています。涼しい部屋でアイスコー

ヒーを飲みながらインターネットはいかが。 

 この春に初めてパソコンに触れた人が、毎日

のように、好きな歌手のファンのページや、楽し

いニュースを見つけて遊んでいます。 

 インターネットは、遊びだけでなく生活の役に

も立ちます。別紙の「すまい給付金制度」に申

請するとき、自分が幾らもらえるかを、国土交通

省のホームページで自動計算できます。源泉

徴収票または確定申告書の写しを用意 

   して、事務所においでください。 

生活困窮者自立支援法 
  
「生活困窮者」とは、次の①～③すべてに当てはまる人です。 

①15歳以上65歳未満 

②生活保護を受けていない 

③生活に困窮していて、最低限度の生活を維持できなくなる恐れがある 
  
 今年の4月から、花巻市でも2種類の生活困窮者支援事業を始めました。生活に不安がある

人は一人で悩まず、問題が深刻化する前に相談センターへ行ってください。 

1、就労準備支援事業 

 対象：すぐに就労することが難しい人 

 内容：就労に向けた準備として基礎能力の形成を図るものです。 

 その人に応じた支援を計画的に行います。 

2、家計相談支援事業 

 対象：失業や借金などを抱え、家計に問題のある人 

 内容：家計の再建に向けた支援計画を作成し、必要に応じた支援を続けます。 
  
相談窓口：花巻市役所新館1階 花巻市社会福祉協議会 総合相談センター（電話 22-6708）                                     
  

―― 結海 従業員急募 ―― 

勤務日：シフト制（休日・月７日） 

雇用期間：平成28年９月１日～３月末 

勤務時間：8：30～17：30（冬時間あり） 

月給制、年齢不問、各種社会保険加入 

※）結海イベント、朝市（早朝）等のイベントの

お仕事もあります   

   問合せ：結海 花巻市西宮野目11-88 

        （金婚亭隣） 電話 26-2280 
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１日（土）
"みる"コンサート物語
「セロ弾きのゴーシュ」

大
ホール

14:00
～15:50

高校生・一般
　前売1000円、当日1300円
4歳～中学生
　前売 700円、当日1000円

８日（土）
♪花北青雲高校吹奏楽部
第8回定期演奏会

大
ホール

18:00
～20:00

前売 300円、当日 400円

21日（金）
～

23日（日）
花巻さき織の会展示会

展示
ホール

9:30～17:00
（最終日は
15:00まで）

入場無料

28日（金）
～

30日（日）

第39回
「花巻写真協会写真展」

展示
ホール

9:30～18:00 入場無料

30日（日） 名作こども映画会
中

ホール
1)10:30
2)13:00

500円

8日（土）
～

9日（日）

♪イーハトーブ音楽祭2015

3.11追悼行事で歌ってくれた
宇夫方さんと荒関さんが９日
に出演します

合計60ステージの演奏
カフェ・マーケット・アートワー
クショップ＝体験コーナー
アート出店　コムズホール
内、なはんストリート

なはんプラザ8月の催し

８日　13：00～21：00
９日　10：00～18：00

文化会館の８月のイベント

まなび学園の催し

生涯学習のための施設です。さまざまな市民講座を開いています。
受講生は広報「はなまき」で募集します。

 

―― スナック”ＣＯＣＯさくら” ―― 
 

 大槌出身の鈴木みよさんのお店 

”ＣＯＣＯさくら”は、しばらくお休み 

していましたが、このほど再開しました。 
 

定休日：日曜日 

営業時間：18：00～23：00 

場所：花巻市小舟渡48-2 

電話090-9033-2090 
 

カラオケの音響がよいのが自慢です！ 

♪どうぞ歌を歌いにおいでください♪ 
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家を建てたら、給付金をもらう！ 

 

 26年 4月に消費税が 8％に上がりまし

た。29 年 4 月から 10％になります。住

宅を建築または購入した場合、消費税率

引き上げ分の負担軽減のために現金を

支給します（国土交通省）。 

住宅の取得時期：平成 26 年 4 月から平

成 31 年 6 月までに取得した新築住宅又

は改築、中古住宅など。 

申請期間：住宅引渡しの日から、1 年以

内（申請混雑期には、1年 3カ月以内）。 

対象者：住宅の持ち分を登記上で証明で

きる人。住民票により居住が証明できる

人。同居していない持ち分者（資金を出

した親）は対象外。夫婦または親子で持

ち分が異なる場合は、別々に申請する。 

準備書類：県民税が記載された個人住民

税の課税証明書。住民票。 

申請・相談・調査：①花巻市卸町 16 株

式会社坂田建材 担当：鈴木・柳原 （電

話 26-4300）花巻空港駅から 500m の高

速道路花巻インター直前を右折直ぐ。②

建築依頼業者・中古住宅不動産業者が申

請の代理業務をしてくれる場合もある。

③ゆいっこ花巻の事務所のインターネ

ット・カフェで、自宅の条件を当てはめ

て準備したり、受取金額を計算できます。 

 

 

「認知症」を防ぐ。何時やる？今でしょ！ 

 

「軽度認知障害」（MCI） 

健常者と認知症の中間で、認知症の前

段階です。アルツハイマー型認知症が発

病する 10 数年前から、不溶性タンパク

が脳の一部に蓄積することが原因です。

この不溶性タンパクが沈着する場所に

集中する嗅覚神経が障害を受けます。鍋

が焦げても気づかない、着た切りスズメ

で臭う服を着替えない。多くの家族は、

この段階を見過ごしています。次に記憶

障害をともなう軽度の認知症があらわ

れる、正常に戻る時期を繰り返し、つい

に本格的な認知症に進行します。 

高齢者での病状の進行は緩やかで、

「時々おかしいことがあるけれど、まだ

大丈夫だろう！」この判断が、第 2段階

MCI を見落とす原因です。第２段階では

料理の手順を間違える、季節外れの服装

を選ぶ、といった目的に対する実行能力

（遂行能力）低下があらわれます。次の

段階で、本格的なアルツハイマー型認知

症へ進行します。 

 

レビー小体型認知症 

あの人はこんなミスをする人ではな

かった。テレビを見ているように見える

けれど、実は脳がうたた寝をして、半覚

半睡の意識の揺れがあらわれます。現実

にないものが見える幻覚・幻視が繰り返

され、人の姿が見えると言い出します。 

 レビー小体型認知症では、出来事の記

憶は全て消えるのではなく、多くの部分

的記憶が残ります。言葉や名称に関する

記憶が保たれていても、視覚に関連する
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記憶が極端に悪くなります。絵やイラス

トの記憶、箱の形の区別や、顔の識別能

力に欠陥があらわれます。時計の絵を描

けなくなる、などの視覚認知の障害が特

徴です。このような注意・識別・記憶が

良い時間帯と悪くなる調子の波が極端

です。アルツハイマー型認知症でも調子

の波がありますが日単位で変動するの

に対し、レビー小体型認知症では時間単

位で、コロコロ変化します。一つのこと

ができる時と、できなくなる時がありま

す。悪意があるのかしら？と思いたくな

ると言います。識別のポイントです。 

 

脳血管性認知症 

 脳梗塞や脳出血・くも膜下出血などが

原因で、脳の一部の神経細胞が壊れて起

きる認知症です。障害を受けた脳神経の

場所により、起きる症状は変わります。

男性に多く発症する傾向があります。 

 良い状態と悪い状態の繰り返しが激

しい。記憶が悪く、計算ができないのに、

判断能力は適正など「まだら認知症」（ま

だらボケと一般に呼ばれる症状）が特徴

です。さっきは自分でトイレに行ったの

に、今はおもらしをした？？ 意図的に

家族を困らせたいのだろうか？ 服の

前後が分からない、話の途中で単語が言

えなくなる、歯ブラシの持ち方が分から

ない、など障害を受けている脳神経への

血流の変化で、症状もその強度もコロコ

ロと変わります。 

 脳血管性認知症の原因の多くは、生活

習慣病の高血圧、脂質異常症、糖尿病、

運動不足や、脳血栓、不整脈などの循環

器系疾患です。先ず、原因となる症状が

あれば、認知症に進行しないように改善

する必要があります。 

 

アルコール性認知症 

 アルコール依存の人が、わずかの刺激

で怒り出したり、記憶が途絶えたりする

症状を示す場合があります。独居高齢者

など家族のかかわりが少ない場合は注

意を要します。健康診断の記録から、専

門医に相談する時期を決めましょう。内

科に行くのも良いかもしれませんが、こ

の認知症の原因はアルコール依存症で

す。独居高齢者は自由に飲酒できるので、

依存症に陥りやすい。精神科へ行ってく

ださい。 

 

歯を大切に 

 歯は食物を食べるために必要です。物

を噛むと、脳が刺激されます。スポーツ

でも、力を入れるときは歯を食いしばる

ことから分かるように、歯と脳は密接な

関係があります。東北大学の調査では、

健康な高齢者で平均 14.9 本残歯があっ

たのに対して、認知症患者では 9.4本で

した。神奈川歯科大学の調査では、歯が

20 本以上ある人に対して歯がない人の

認知症発症率は 1.5倍から 2倍近くです。 

 

認知症を相談する病院 

 精神科、神経科、神経内科、物忘れ外

来、心療内科などで専門医に相談するこ

とです。 


