
お茶会から

� 車いす用のトイレが少ない

� たまには、外で散歩したい

� 外食会を

� 写真をもっととってほしい

� ケーキ

� どんどんやきをつくりたい

� 浴槽内の湯垢をきれいに

� 護国神社で花見したい
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 お茶会からご提案

車いす用のトイレが少ない

たまには、外で散歩したい

外食会を３回にしてほしい

写真をもっととってほしい

ケーキつくりをしてみたい

どんどんやきをつくりたい

浴槽内の湯垢をきれいに

護国神社で花見したい
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※状況により予定変更となる場合もございます。

あらかじめご了承くださ
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状況により予定変更となる場合もございます。

あらかじめご了承くださ

 

� ショッピングの回数を増やしてほしい

� 体操の時間をもっと

� 職員の名前

� パンくい競争をしたい

� まわらないすし屋にもいってみたい

� ココスなどのファミレスにいきたい

� 外出の時は記念写真をとってほしい

� グループのメンバーを考えてほしい

をいただきました。 
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状況により予定変更となる場合もございます。

あらかじめご了承ください。 

ショッピングの回数を増やしてほしい

体操の時間をもっと

職員の名前を忘れるのでネームを

パンくい競争をしたい

まわらないすし屋にもいってみたい

ココスなどのファミレスにいきたい

外出の時は記念写真をとってほしい
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状況により予定変更となる場合もございます。 

ショッピングの回数を増やしてほしい

体操の時間をもっと長くしてほしい 

忘れるのでネームを 

パンくい競争をしたい 

まわらないすし屋にもいってみたい 

ココスなどのファミレスにいきたい 

外出の時は記念写真をとってほしい 

グループのメンバーを考えてほしい 

― センター長より一言

様々なご提案をいただき、まことに
ありがとうございま
 できる限り皆様のご要望にお応え
していきたいと考えております。
しかしながら、中にはハードルが高

いものもございます。充分検討させて
いただき、来年度取り組んでまいりま
す。また、職員を覚えられないという
声がありましたので、
ては、早速新体制が整い次第、館内に
大きめの職員の写真を掲示させてい
ただきたいと思います。今後と
よろしくお願い申し上げます。
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センター長より一言 

様々なご提案をいただき、まことに
ありがとうございました。 

できる限り皆様のご要望にお応え
していきたいと考えております。
しかしながら、中にはハードルが高

いものもございます。充分検討させて
いただき、来年度取り組んでまいりま
す。また、職員を覚えられないという
声がありましたので、これにつきまし
ては、早速新体制が整い次第、館内に
大きめの職員の写真を掲示させてい
ただきたいと思います。今後と
よろしくお願い申し上げます。
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していきたいと考えております。 

しかしながら、中にはハードルが高
いものもございます。充分検討させて
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代にみられる病気

他の年代よりも確率が高い

の

の高齢者でうつ病で入院した患者は全国で

万人。

多い

高齢者のうつ病は「老人性うつ」と呼ばれて

います。

内閣府の『平成

では、

1034

しています。
 

・食欲がなくなった

・好きなテレビを観なくなった

・出かけることが少なくなった

・笑顔が少なくなった

・落ち着きがなくなった

・便秘がちになった

また、以下が

科を受診するよう

・不眠を訴えるようになった

・不安や焦燥感を口にする

・特に悪いところはないのに身体のどこかが悪

いと悩む

 

 うつ病は、子どもから高齢者まで幅広い年
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また、以下が1 つでも当てはまる場合は、精神

科を受診するようお勧めいたします。

・不眠を訴えるようになった

・不安や焦燥感を口にする

・特に悪いところはないのに身体のどこかが悪

いと悩む 
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お勧めいたします。 

・特に悪いところはないのに身体のどこかが悪 


