
介護保険課介護予防推進担当
内線1231～1233

地域包括支援センター
☎� 0294

〝認知症ほっとスペース″とは、認知症のご本
人・介護をしている人・認知症に関心がある
人が集まって語り合う場所です。
　認知症に理解のある仲間と、日ごろの体験
談や心配事を気軽に話してみませんか？
　予約は特に必要ありません。また、匿名で
も参加できますので、お気軽にお立ち寄りく
ださい。

　2025 年には高齢者の 5 人に 1 人が認知症
になるといわれています。
　これからは、認知症と一緒に笑顔で暮らす
時代。足が悪くなれば杖を使うのと同じよう
に、認知症になったら人の杖が必要です。
　自分や家族が認知症になっても笑顔で生き
生き暮らしていくために、正しい知識を一緒
に勉強しませんか？

日時　相談に応じて決めます。

認知症サポーター養成講習のお知らせ

場所　

対象

時間

内容

申込先

自治会の集会や企業研修等へ出張
講座します。

認知症に関心のある人どなたでも。
少人数からでもお申し込み頂けます。

１時間程度

認知症の症状、認知症ご本人の気
持ちや接し方の工夫など基本的な
知識を学べます。

介護保険課地域包括支援担当
☎㉒ 1111

認知症サポーター養成講習認知症ほっとスペース

日時　毎月毎週火曜日 9:00 ～ 12:00
会場　市役所東館 1 階 
相談スタッフ　
市立牧丘病院医師・医療ソーシャルワーカー

医療と介護のなんでも相談    

山梨市立図書館
Yamanashi City Library

9：00 ～ 19：00
TEL： 0553-22-9600
FAX：0553-23-3506
E-MAIL：lib@city.yamanashi.lg.jp
〒 405-0031　万力 1830 番地

感染症拡大の状況により、やむ
を得ず中止となる場合がありま
す。最新情報は図書館ホームペ
ージをご確認ください。感染症
対策へのご協力をお願いします。

お知らせ information

おおきなトラとシ
カのはんぶんくん
バーニス・フランケル：作
　 体 が 小 さ く て

「はんぶんくん」と
呼ばれていたシカ
の三兄弟のすえっ

こ。お兄さんたちに比べて、力もなく、
足も遅くてしょんぼりしていました
が、ある日、おそろしい大きなトラが
兄弟たちをねらってやってくると…？

小説

ルーティーンズ　　 　　　長嶋　有

出絞と花かんざし 　　　佐伯　泰英

ほんのこども　 　　　　町屋　良平

おはようおかえり　  　   近藤　史恵

残照の頂　　　　　　 　湊　かなえ

文学・エッセイ
ポップス歌手の耐えられない軽さ
　　　　　　　　　　　 桑田　佳祐

私は千の風になる　　　 菅野　国春

遠慮深いうたた寝　　　 小川　洋子

児童・一般・その他

夜をあるく　　   マリー・ドルレアン

マイブラザー　 　　　　草野　たき

お天気屋と封印屋　　　 廣嶋　玲子

世界のサラダ図鑑　　　  佐藤　政人

宮廷のデザイン　　　　 八條　忠基

一般書 主な新着図書
ハナはヘビがすき

蟹江　杏：作

　生きものが好き
なハナ。でもハナ
が好きな生きもの

は、みんなから気持ち悪いと言わ
れがち。それでも、みんなに好きに
なってもらいたいと思ったハナは
ある日、生きものたちをみんなのと
ころへ連れていき…。

君の名前の横顔
河野　裕：著

　夫を亡くし、小学
生の冬明をひとりで
育てる愛。父親の死
後、義母の愛と弟の

冬明を見守りながら、家族という関係
に違和感を持つ楓。冬明の絵具がなく
なった日から、現実が変容し…。血の
繫がらない家族と名前をめぐる物語。

おすすめ recommended
児童書

赤と青とエスキース
青山　美智子：著

　メルボルンの若
手画家が描いた一
枚の「エスキース
( 絵 画 )」。 日 本 へ

渡って 30 数年、その絵画は「ふた
り」の間に奇跡を紡いでいき…。仕
掛けに満ちた書き下ろし連作短篇
集。

　 14広報やまなし

事前予約制 英語の読書会
【日時】1 月 8 日㈯  10:30 ～ 11:00
【場所】図書館ラウンジ　【定員】10 人
【対象】小学校 3 年生～、お子さんに英語を伝えたい大人
【申し込み】メールまたは電話

English Book Club

English Book 
Club

児童文学作家いとうみくさんがやってくる！
作品に込めている思いや大切にしていることをお話い
ただきます。詳細は 31 ページをご覧ください。

事前予約制
いとうみくさん講演会

「物語を書くということ」

12 月 27 日㈪～ 1 月 4 日㈫まで休館します。
開館は 1 月 5 日㈬ 9:00 からです。

年末年始のお知らせ

1 月の休館日は…1 日㈯～ 4日㈫、
11 日㈫、12 日㈬、17 日㈪、24 日㈪、
31 日㈪と館内整理日の 28日㈮です。

1 月 5 日㈬から中身は秘密の本の福袋を実施します！

本の福袋 2022 !

  9 日㈰　幼児向け（ぐれーぷ）
22 日㈯　幼児向け（くれよん）
25 日㈫　乳幼児向け（ぐれーぷ）

【場所】図書館ラウンジ・おはなしコーナー

1 月のおはなし会 【時間】
10:30 ～

地域元気あっぷ教室　1 月　
　身体を動かしたストレッチや筋トレ、脳トレの教室
を各地区で開催しています。65 歳以上の人ならどな
たでも無料で参加できます。現在は新型コロナウイル
ス感染防止対策として、参加を申し込んだ人の住所を
もとに介護保険課で個々に日程と会場を指定して開催
していますので、希望者は下記までご連絡ください。

【申込・問い合わせ】介護保険課介護予防推進担当（内線 1232）

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため上記の教室・相談などが中止になる場合があります。
　詳しくは介護保険課 ( ☎ � 1111 ㈹ ) までお問い合わせください。

フレイル予防体操  ～みんなで元気になろう～          
　隙間時間にできる 3 分体操を CATV の『お知らせ山
梨市』10 チャンネルで毎日放映します。ご覧ください！
放映時間　8:30 ～、12:30 ～、20:30 ～
（番組編成により放映しない場合があります。）

【奇数月】　　　　　　　　
第1週：首すっきり体操
第2週：正しいスクワット
第3週：腹筋を強くしよう
第4週：足のつれ さよなら体操

【偶数月】　　　　　　　　
第1週：肩まわりすっきり体操
第2週：腰痛改善ストレッチ
第3週：尿もれ さよなら体操
第4週：メタボ さよなら体操

日時　1 月 13 日㈭ 13:30 ～ 15:00（中澤良英医師）
　　   ２月 15 日㈫ 14:00 ～ 16:00( 鶴田好孝医師）
会場　市役所東館 2 階 介護保険課（要予約）

もの忘れ相談    

15 広報やまなし

内容・認知症の治療薬について
・その他フリートーク

認知症サポーターのマスコット
キャラクターのロバ隊長です。
認知症になっても安心して暮ら
せるまちづくりをロバのように
急がず、一歩一歩着実に進めて
いきます。

問い合わせ先
・日下部記念病院認知症疾患医療センター　　
                                          ☎㉒ 0536
・介護保険課地域包括支援担当　　　　　　　　　　

☎㉒ 1111　　　　　　　　　　　　内線 1227　　　　　　　　　　　　

内線 1227　　　　　　　　　　　　

14:00 ～ 15:30
2 月 26 日（土）

街の駅やまなし場所

日時


