
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年、鴨川市は立て続けに二つの大き

な台風により停電や電話の不通、家屋の損傷

など多くの被害を受け、つらい思いをされた

方も多いと思います。私自身も１か月に近い

停電や家屋の被害を受け、ボランティアの方

の協力を受けたり、地域の方と避難所を活用

したり、大変でもありましたがケアマネとし

て勉強になる経験をしました。 

実際に避難所を利用してみて、意外と高齢

の方は台風の恐怖に動じずタッパーに漬物や

おにぎりなどをたくさん詰め、みんなで持ち

寄せた品を分け合い、寄り合いのように和気

藹々と過ごされており驚きました。しかし、

施設の設備は十分ではなく、トイレなどは狭

く介助など難しい状態でした。 

年々段ボールベッドなど普及されてきてお

りますが休息スペースが 2 階であるケース

や、トイレ、寝床の状況が避難者にとって適

切か検討が必要です。また、福祉施設への避

難人数は限られており、福祉課の地域ささえ

あい係などに相談し受け入れ可能であれば、

ご自身で食料や寝具等持ち込み、空いている

スペースで過ごすようなスタイルです。実際

移動する時は援助者が必要です。 

また、災害時は 道路状況の確認も難しい

状態です。現実的に考えると 全国的に推奨

されているように食料品の備蓄や防災用品の

備えが重要です。最低でも 3 日できれば 7 日

程度の食料や飲料水、生活用品等の備蓄があ

ると安心です。 

備えておくと良い品のご紹介 

① お薬情報とお薬 

濡れても大丈夫なような 

食品保存袋や缶やタッパー 

など家にあるものを活用し 

 

 

 

 

 

 

て大事なお薬やお薬手帳などを保管して

みましょう。災害により通院日がずれる

ことなども想定して 1 週間程度予備があ

ると安心です。 

食品については、ローリングストック

法が良いかと思いま 

す。 

日常、食べなれた 

ツナ缶などの缶詰、 

カレーなどのレトル 

ト食品、乾物、ようかん、ゼリー、シリ

アル、豆乳など日持ちをする品を使った

ら補充し、常に備蓄する方法です。 

情報・電気系ツール 

〇 携帯、スマホ充電器 

鴨川にお住まいの方は車を所 

有されている方が多いので車で 

携帯電話を充電するグッズが 1 

つあると便利ですね。車のシガーソケッ

トに接続するタイプです。スマホなどの

充電コードを差し込むと充電出来ます。

ご利用のスマホに適合する機種 

が用意してあれば安心です。乾 

電池式も簡単で良いかと思います。 

〇 光の確保 

懐中電灯兼ラ 

ンタン、ソー 

ラーライト(１０ 

０均にも販売あり)やヘッド 

ライト。 

〇 携帯ラジオ 

〇 カセットコンロ 

② 重度介護用品 

自宅で重度の介護をされてい 

る方は電気で作動させている介 

護用ベッド、エアーマット、在 

宅酸素等、注意が必要です。 

今使われている商品と使い心 

地は多少違うかもしれませんが停電時ベッド

の背上げ機能等を手動に切り替えられる品や

生き活き 
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オリンピック：   北京 
2008 年 8月 8日から 8月 24日までの 17日間、

中華人民共和国の北京を主な会場として開催。 

本来のオリンピックなどの大きな国際大会なら

ば、決勝は午後に行われ、選手達もそれに備えて

午前に準備をする。しかし、北京オリンピックで

は、競泳の全種目、体操の団体総合・個人総合の

決勝が、午前中に行われた。 

IOC 側は「（アメリカ国内の）多くの人に喜んで

もらえるプランになった。」とコメント。しかし一

方、アメリカの傲慢な姿勢に対する批判も根強

く、ヨーロッパにおける中継の窓口である欧州放

送連合が決定に抗議したほか、各国の競技団体の

中にも「選手の体調に悪影響を与えるおそれがあ

る」とする意見があった。   出典: ウィキペディア 

編集後記   紅 葉

コロナ騒動で右往左往しながら毎日を過ごしている内に、気

がついたら今年もあと２カ月となりましたが、急に寒くなりま

したね。これから「もみじ」の色も、一気に色づくかもしれま

せん。夜の冷え込みが激しくて、日中の寒暖の差が大きければ

大きいほどその紅は、美しく、鮮やかさを増すそうです。 

「もみじ」といえば、良寛和尚氏の有名な 

辞世の句に「うらを見せ、おもてを見せて散 

るもみじ」があります。自分の良いところも 

悪いところも、隠さずにすっかり見せてきた 

のだから恥ずべき事、思い残す事は無いという清々しさ、尊さ

を感じさせる句であります。悪いところを見せたくないという

のも人間の性（さが）ですが、思い残すことなく清々しい人生

を歩んでいきたいものですね。日中の寒暖の差があるので風邪

をひかないように気をつけましょう。    （病棟介護 牧） 
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空気が抜けづらいエアーマットなどがありま

すのでご心配な方は、担当のケアマネにご相

談していただけたらと思います。  

今回ご紹介した品や情報は、ほんの一部で

すが台風が来るたびに私は、小さい頃お友達

のおばあちゃんが教えてくださった「台風の

前だからご飯を炊こう。」と停電に備えた言 

 

 

葉を今でも思い出します。 

小田介護支援サービスは、長寿の方の知恵

を活かしつつ新しく便利な品、身近な品と

ちょっとした工夫を取り入れた防災対策と共

に鴨川市、医療機関、各介護サービス事業所

と連携を取りながら非常時に備えていきたい

と思います。   介護支援センター 川名 

 

 

 

（裏面に続きます） 

受付時間 午前 8時    ～ 午前 11時 30分 午後 1時 ～ 午後 5時 30分 

診療時間 午前 8時 30分 ～ 午後  0時     午後 2時 ～ 午後 6時 

毎週土曜日は午前だけの診療です。午後は休診となります。 
木曜日の  受付時間 午前 休診 午後 １：００ ～ ４：３０ 
整形外科だけ 診療時間 午前 休診 午後 ２：００ ～ ５：００ 

※ 都合により担当医師・診療時間等は変更することがあります。   ※日曜、祝祭日は休診です。 

診察をさ

れる患者様

は受付時間

内にお越し

ください。 
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