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2020.3～2020.6月の回収量は
92.54 tでした。

ご協力ありがとうございます。

         コミュニティ資源回収
             『混ぜればごみ、分ければ資源』
回収日：毎月 第１・第３木曜日
品目：古紙（新聞・雑誌・段ボール・
 　紙パック・その他 紙）、衣類を種類
　ごとに分け袋に入れるか紐などで
　まとめ、持ち去り禁止の貼り紙を付
　ける。※布団や毛布は回収不可
場所  ： いつもゴミを出している場所
時間： 当日朝、午前９時まで  に

お出しください。
ＴＯＰ資源株式会社が順次
回収にまわります。

ご協力
ありがとう
ございます

※会館使用事業に関しては
規定を遵守し、徐々に開催予定。

夏～秋の行事予定

自分にとって都合の悪い情報
を無視したり、過小評価したり
してしまう「人の特性」のことを
「正常性バイアス」といいます。
自然災害や火事、事故、事件
などといった自分にとって何
らかの被害が予想される状況
下にあっても、それを正常な
日常生活の延長上の出来事と
して捉えてしまい、都合の悪
い情報を無視したり、「自分は
大丈夫」、「今回は大丈夫」、「まだ大丈夫」などと過小評
価するなどして、逃げ遅れの原因となります。
それでは、どうしたらいいのでしょうか。こういうとき
こそ重要なのが、「落ち着いて行動すること」で、そのた
めに有効なのが日ごろからの「訓練」です。訓練を重ね
ることで、いざというとき、自然にいつもと同じ行動を
とることができる、つまり、訓練と同じ行動をとること
で身を守れるというわけです。
有事の際に「正常性バイアス」に脳を支配されないよう、
そして何をしたらいいかを見極める判断力を養うように
しましょう。　　※4月に着任された上野司令にご登場願いました。

「正常性バイアス」
鶴見消防署 地域担当司令 

上野 正人

防災コラム⑪

榎本広報部会では、写真・ビデオ等を撮影、ふれあい通信やホーム
ページなどに掲載する場合があります。皆さまのご協力、よろしく
お願いいたします。もし、不都合がある場合は、お申し出ください。

ふれあい
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小規模多機能型居宅介護

〈榎本福祉会館 2 階〉

通所・宿泊・訪問
お一人ひとりに合わせた
介護サービスを提供します
ご見学は随時どうぞ。
お問合せ＊06-6955-9044
☆利用者増に伴い

介護スタッフ募集中！

◇基本理念◇
あなたらしく生きる
ために共に生きる

〒538-0044　大阪市鶴見区放出東2丁目4番1号
TEL：06-6961-2817　FAX：06-6968-6789   http://kitada-iin.com/

さて、今回で 2 回
目の投稿になりまし
た。皆様、お元気で
しょうか？緊急事態
宣言は解除されましたが、世の中はコロナ渦中で不
安と自粛生活の中、毎日お疲れのこととお察しします。
そんな中、毎日の診療でとても癒やされることがあります。そ
れは認知症の方の笑顔です。たとえ世界が一変し、皆が試行錯誤
しながら新しい生活様式に突入しようとも、何も変わらずいつも
の笑顔で応えてくださります。もちろんコロナで世間が大変なん
て知る由もありません。皆マスクを付けて来られますが、今まで
の礼儀習慣なんでしょう、診察室ではすみませんと言ってマスク
を取ろうとされます（笑）。この空気感にはホッとするとともに、
我に返らされます。
なんともギスギスし、暮らしにくい世の中に
なりました。咳をするだけで白い目で見られ、
自粛警察なんて言葉も生まれました。認知症の
方からは “忘れてはいけない” 大切なことを教
わっている様な気がします。
明るい未来は必ずやってきます。こころまでコ
ロナに侵されないよう、皆で乗り越えましょうね。

連載・健康コラム㉓
変わらない笑顔に癒やされます
北田医院 副院長・加藤茉里

☆脳神経内科医で認知症や脳梗塞等の診療を得意とする加藤先生にご協力いただきました！

榎本でがんばる人たちが榎本の中でおすすめしたい場所を紹介する連載企画。

中眞アルミニウム工業は、 こ
の地で 73年、周りに田畑の残
る戦後間もない頃に創業した。
お年寄りの記憶には、アルミ
鍋でお馴染みだったかもしれ

ない。中山泰一社長は、2代目で、就任後、
鉄道車両の内装部品の製作加工に特化し
た。10 町会の役員も長く、子ども神輿も
ここから出発していた。近畿車輛、川崎重
工の内装部品を手がけ、工場には長尺のア
ルミ材が積み上げられている。中央には、
奥野製薬（36 号掲載）製の薬剤で満たさ
れた巨大な薬品槽が置かれ、1500 アンペ
アの電流でアルマイト加工が施される。近
隣の工場で切断、穴開けされた部材の仕上
げ工程がこの工場の役割だ。
加工前の部材は、どこも刃が立ち、触れ
ることも危険だが、ヤスリとパフを手にす

る職人たちにかかれば、たとえ子どもの指
が溝の奥に触れてもケガをすることはな
い。滑らかな仕上げは、全く違うアルミの
風合いを見せる。赤い名阪特急『ひのとり』
を始め、全ての近鉄車両、山陽新幹線を走
る 500 系を始め JR 車両のほとんどの窓枠、
荷棚、天井通風口等の内装材は、中眞アル
ミニウムの製品だ。
日本が誇る鉄道技術、私たちが安全を当
然のものとして利用している電車の内装部
品は、放出の地で職人たちの手で支えられ
ている。中眞アルミニウムは、職人魂が活
きる地域が誇る工場だ。

えのもと
私の好きなトコ
産業編 Vol.23

『職人技生きる』
中眞アルミニウム工業株式会社

中山社長と事業を支える皆さん＆宗宮町会長

薬品槽から引き上げられたアルミ製材
伝統のシンボル
マークを背負って

シンボルマーク
の『雪うさぎ」

☆みつるぎの里の仕事に就いたきっかけは？ 　当施設の管理者を
共通の知人に紹介され、見込まれました。介護施設での仕事は初
めてで、主に事務を担当していますが、介助に入る場面も多いです。
☆日々心がけていること・大切にしていることは？　利用者さんに
寄り添い、常に家族のように接したいと思っています。
☆今までで一番嬉しかったことは？　ここでは「見て学ぶ」ことが
たくさんあり、最初は慣れないことも多かったのですが、その時々
の空気感で介助をし、「ありがとう」と声を掛けて頂けたことです。
☆介護でいちばん大切なことは？　月並みではありますが、やっ
ぱり『利用者さんを愛する心』です。
☆「みつるぎの里」をひとことでいうなら？　 『もうひとつの家族』。
スタッフ、利用者さん、何気ない会話や生活の中に感じます。
☆オンオフを切り替えるためにしていることは？　玄関を出ると自
動的に、スイッチON！あ、OFF ？ですね ( 笑 )

レクリエーションが苦手、ちょっと照れ屋なアラフィフ男子！

★母は70歳を過ぎていますが、とっても元気。
まだ自分の事としての「介護」は遠い気がして
いますが、高齢の方と接する機会をとても大切
に毎日を過ごしています。

みつるぎの里

スタッフ紹介！

新型コロナウイルス感染予防のため、
例年より開催を遅らせていたＮＰＯ法
人榎本地域活動協議会の第 11 回定期総
会が開催されました。
第１号議案　令和元年度事業報告
第２号議案　令和元年度決算報告
第３号議案　令和元年度決算監査報告
第４号議案　令和２年度事業計画
第５号議案　令和２年度予算書
第６号議案　役員の退任・選出
第７号議案　当面の取り組み (各部会他）
以上の議案について審議、質疑応答を
行い、令和元年度事業・決算報告、令
和２年度事業計画・予算書など全ての
原案を採択、山田理事長を始め、令和
２-３年度の役員を選出しました。(３面）

令和2年4月7日政府による
『新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言』発出。

　　  5月21日、大阪府が「緊急事態宣言」の区域から解除、
　　  5月25日には、全国的に緊急事態が終了した旨宣言。

自粛期間の榎本地域は？そして本格的活動再開へ

●児童いきいき放課後事業
小学校の臨時休業期間の対応に合わ
せ、原則 14:30～18:00 で児童の受入
れを実施。6 月の再開に伴い、各校
で柔軟に対応している。

●みつるぎの里
利用者本人の体調に加え、家族が体
調不良の場合も利用を控える、「通
い」の定数保持のため「訪問」への
切替など、家族に協力をお願いした。

●つなげ隊
町会長さんの協力のもと「ひとり暮らし、
かつご高齢者宅」へ体調確認を実施中。

●榎本福祉会館
各部屋にアルコール消毒液を設置。
会館使用時には、前後に使用者によ
る共有器材の消毒を徹底。参加者を
把握し各部屋の定員を守る旨、周知。

●その他に‥
10 町会では、長期のステイホームに
心配の声‥ネットワーク委員が手分
けして GW にアメちゃんを配り、お
元気を確認。広報では公式 LINE を
利用し、生活の様子の返信を促した。
それぞれに声かけ合う姿が多数。

●女性会
高齢者食事
サービス利
用者を対象
に 5月28日
に、安否と
体調確認を

兼ねたお弁当配布を実施。
（大阪市社協、鶴見区社協の取組み）

事務兼介護職員

 宮本茂樹

 【中止】 ◯納涼縁日・盆踊り大会 
◯ラジオ体操 ◯水難救助訓練
◯鶴見区民まつり
 　（新様式でのイベントを検討）
【延期】 ◯星空劇場
【検討】 ◯敬老慰安大会
　（会場での催しは中止・内容検討）
◯榎本連合大運動会
◯避難所開設防災訓練 （内容）
※高齢者食事サービス・子育てサロンは当 
   面の間休止、再開は順次お知らせします。

第11回 NPO法人榎本地域活動協議会

定期総会
2020.7.11〈榎本福祉会館〉

第11回 NPO法人榎本地域活動協議会

定期総会
2020.7.11〈榎本福祉会館〉


