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　認知症になったとしても、介護

する側になったとしても、人としての尊

厳が守られ日々の暮らしが安穏に続け

られなければならない。

　認知症の人と家族の会は、ともに励

ましあい助けあって、人として実りある人

生を送るとともに、認知症になって

も安心して暮らせる社会の実現

を希求する。
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2012年度の定時総会が、６月２日、京都市内で
開かれました。169名の代議員（内書面出席６名）
をはじめ会員290名が出席しました。それ以外に、
厚労省の勝又浜子認知症・虐待防止対策推進室長
や京都府、京都市の担当者、日本興亜福祉財団、
住友生命のほか製薬企業各社の関係者など20数名
も総会の流れを見守りました。

昨年に続き冒頭に、岩手・小野寺彦宏、宮城・
関東澄子、福島・佐藤和子支部代表が昨年の3.11
以来の経過と現状を報告。仮設住宅で暮らす小野
寺代表は「復興の兆しはないが、10 ヵ所でつどい
を開き、電話相談も開始した。これからも心の支
えをお願いする」、関東代表は「気仙沼地区では今
年になってやっとつどいができたが、『家族の会』
の義援金で助かったとお礼を言われた。活動して
ゆくことが大事だと分かった」、佐藤代表は「月日
が経つほど失ったものの大きさに気づく。原発で
みんな狂った。仲間のつながりと宮沢賢治の言葉
に励まされてやってきた」と語り、参加者はあら
ためて支援の強化の必要性を痛感しました。

勝田登志子副代表が活動のまとめ（第１号議案）
を報告、髙見国生代表理事が活動のすすめ方（第
２号議案）を提案しました。すすめ方は、①被災
地支援、介護保険の検証などを行い普通に介護で
きることを求める　②励ましあい助けあいで前向
きに生きることをめざす　③「家族の会」をさら
に育てる、というものです。

このあとの質疑には40分の時間がとられ、13人
の代議員が発言しました。

「本人支援、家族支援につ
いて、支部によって活動に
温度差を感じる」という発
言をきっかけにして、それ
は支部の成り立ちや歴史
の違いであることやつどい

の大切さなどが語られました。
介護保険改定の実感や震災で
認知症の人が増えたことにつ
いての発言もありました。

休憩後は、各専門委員長の
報告があり、さらに４人の代
議員と代議員以外の１名から発言があり、髙見代
表のまとめの発言を受けて採決を行った結果、両
議案とも全代議員の賛成で可決されました。三木
敦子事務局主任が報告提案した収支決算報告及び
予算（第３号議案）なども、全員の賛成で可決さ
れました。

最後に、以上の経過を踏まえた総会アピールが
村上敬子理事から提案され、全員の拍手で採択さ
れました（アピール全文は６月号で既報）。

総会議長は、山名康子（山形）、吉村照代（宮崎）、
議事録署名人は佐藤敦子（秋田）、内田秀俊（福岡）
代議員が務めました。また、総会では、千葉（広
岡成子）、山梨（小野早苗）、岐阜（白木登美子）、
三重（下野和子）、和歌山県（西村忠）支部が新
しい代表になったことが紹介されました。

支部世話人など支部を通じて出席した人たちは、
総会終了後は、厚労省勝又室長や京都府、市の課
長などを来賓に迎えた懇親会で交流を深め、翌３
日は支部交流分科会に臨みました。（関連10ページ）

挨拶する厚労省・勝又浜子室長

挨拶する髙見国生代表

300名の参加で総会盛況に
活動のすすめ方など
満場一致で決まる

 つどいの大切さ、介護保険などを語りあった─

総会の様子（正面は理事、監事、顧問。6月2日京都国際ホテル）▶

代議員席。今年は九州から前の席になった。手前は長崎県支部代議員。
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千葉県・Ｕさん　61 歳　女

土井先生の記事を読んで

佐賀県・Ｈさん　52 歳　女

愛知県のＨさんへ

４、５月号の土井正樹先生の「認知症の
人の終末期を考える」や「胃ろうへの家族
の思い」を大変関心深く読みました。

近年他界した3人の親達の介護施設での
終末期を回想し、当時の複雑な心境がよみ
がえってまいりました。３人とも胃ろうは
造設しませんでした。

現在、父（87歳）は特養ホームで半年前
から鼻からのチューブで栄養補給です。耳
はなんとか聞こえる気配ですが、問いかけ
には無反応。声も発せません。

数年前より軽度の脳梗塞、認知症、パー
キンソン病でしたが、昨夏、施設にて脳出
血を引き起こし入院。一命はとりとめたも
のの、以来、口からは食べられなくなりま
した。鼻からの栄養補給が試され、うまく
いくようになり、３ヵ月入院後施設に戻る
ことができました。父の心の内はわかりま
せんが、生きていてくれることは心の支え
です。

４月号のぽ〜れぽ〜れのＨさんのお便り
で奥さんの失禁のお悩みが掲載されており
ましたが、私の姑もレビー小体型で、尿失
禁が始まった時、どうやって紙パンツを使っ
てもらうか悩みました。考えた末、姑の機
嫌がよい時を見計らい、私がはいて見せま
した。「お母さん、最近とってもよい下着が
できたそうですよ。実は私も時々おしっこ
を漏らしてしまうんです。近所の○○おば
さんもはかれているそうですよ。汚れても
洗わなくていいし、楽ですものね。結構皆
さんはかれているそうですよ。これだと安
心ですしね」と伝えました。それからリハ
ビリパンツをはくようになってくれ、一つ
心配事が解決しました。

Ｈさんは男性なので、奥さんが信頼され

発症以来10年になる夫を自宅で介護し
ています。「大変な時期」は今や通り過ぎ、
夫は穏やかな状態を保っていますが、新た

に身体機能が衰えて自立歩行も思うように
いきません。

居室が２階にあるので、デイサービスの
送迎をヘルパー２人対応でしていました。

今年に入り、湯たんぽによる低温やけど、
誤嚥性肺炎と続き、発熱の回数が増えまし
た。訪問診療、訪問看護で点滴、痰の吸引、
褥瘡の処置等を受けています。

私にとっても、本人にとっても間もなく
訪れる未知の領域は「終末期」です。幸い
医師とは何回となく「その時」のあり方を
含め、看取りも自宅でという方針を確認し
あうことができています。

土井正樹先生の「終末期を考える」の連
載は私にとって思っていた事と重なり、自
分の考えを確認することができました。異
なった意味での「大変な時期」にできる限
り静かに向き合っていきたいと思います。

静岡県・Ｓさん　72 歳　女

看取りは自宅で

連載「認知症の人の終末期を考える」
（4月、5月号）を読んで

4月号「失禁に悩んでいます」を読んで

「ぽ〜れぽ〜れ」通巻384号●2012年7月25日発行（第３種郵便物認可）



7

進行が緩やかで助かって
います

妻は認知症で要介護４。特別養護老人
ホームに入所しています。私は要支援２で、
週２回ヘルパーさんに来てもらっています。

先日、両方の事業所から介護保険が改正
された。ただハンを押してくださいと１枚
の書いたものを置いていかれました。何か
負担増の感じがするのと、利用者の意見も
入れないこと、「改善」という言葉は理解に
苦しみます。

ている方や、娘さんがいらっしゃったら勧
めてもらってはいかがでしょうか？　また、
少量の失禁なら布製の失禁ショーツもあり
ますし、ちょっとやってみられてはどうか
と思いペンをとりました。オムツと言うとよ
けい上手くいかなかったように記憶してい
ます。もう８年くらい前のことでしょうか。

夫がアルツハイマー病と診断されて４年
半がたちます。初期でアリセプトを飲み始
めたのが効を奏したのか、病気を他人には

物忘れが気になりだし、これが認知症の
始まりかと思うこともある。お互い80歳を
過ぎると子どもに心配をかけまいと、介護
の仕方、福祉の利用方法などを勉強し合い、
楽しく過ごすことを考えております。

81歳の夫はアルツハイマーの内服治療を
始めてから６年になります。糖尿病の持病
があります。

1年くらい前より病状の進行があり、徐々
に物忘れがひどくなってきました。１日４
〜５回、多い時はそれ以上近所のスーパー
でパンや菓子、果物など同じ物をたくさん
買い込んできて困っています。以前より年
金は自分で出し入れしているのでどうし
ようもできません。割引きの商品を選んで
買ってくるようで、１〜２日の賞味期限の
ものばかりでゴミ箱へ捨てる事もあります。
食事療法云々という段階ではありません。
どうしようもできない私のイライラがもう
限界でゆっくり相談したいのですが、どこ
で…？どうしたらよいのでしょうか？

デイサービスを週２回利用しています。
話し相手になっていただいて、機嫌よく
帰ってきます。他の日は何もする事がなく
て、買物へ行ってしまうのでしょうか？

知らせず、趣味の会やスポーツに参加した
り、身近な会合の役員を引き受ける等ごく
普通に今までの生活を続けたことが良かっ
たのか、進行がほとんどみられません。た
だ一人、一緒に生活している妻の私は大変
助かっています。困った時には「家族の会」
を心の支えにしています。

まだまだ意識の差別があるので、生活
が制限されてしまうことを考えれば、今の
ところ公言しないことも良かったのかもと
思っています。介護保険は誰のため？

和歌山県・Ｍさん　89 歳　男

鳥取県・Ｈさん　67 歳　女

福島県・Ｋさん　82 歳　女

認知症の始まり？

石川県・Ｓさん　70 歳　女

イライラも限界

■『ぽ〜れ ぽ〜れ』へのご意見やお便りは「家族の会」
編集委員会宛にお送りください。

〒 602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下ル京都社会福祉会館内
FAX.075-811-8188　E メール  office@alzheimer.or.jp

お待ちしています！

「ぽ〜れぽ〜れ」通巻384号●2012年7月25日発行（第３種郵便物認可）
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支部だよりにみる

◦�特別養護老人ホームで
　ホームシェアリング

主人は72歳です。アルツハイマー型認知症
と言われ８年目になります。今は要介護４で
す。

３年前から認知症疾患医療センター府立洛
南病院で診察を受けています。体格の大きな
主人には、暴言や暴力、徘徊等もあり私一人
の介護ではとても大変でした。先生に薬の調
整をしていただき、1ヵ月入院して、3ヵ月間
在宅介護を行うというパターンを２回繰り返
しました。入院中は洗濯をしていただけず、
朝の失禁のために服から布団まで濡らすので
毎日病院に通っては家で洗濯をするという状
態が続きました。入浴もなかなかしてくれな
かったのですが、先生がお忙しい中、主人と
一緒に入浴してくれたと聞いたときはびっく
りするとともに、感謝の気持ちでいっぱいで
した。私自身もうつ状態で、先生から薬を処
方していただき、今も服用しています。

そんな時に、先生から特養同和園の一つの
個室をふたりが１ヵ月交代で入所できるホー
ムシェアリングというサービスの利用を勧め
られました。まだ家でなんとか介護できるの
に、介護放棄になるのではないかという思い
と、主人に申し訳ないという思いで迷いまし
たが、勧めてくれた先生のお気持ちを考え、
お願いすることにしました。そして、主人は
去年の10月に１回目の入所をしました。
◦�入所後の生活

はじめは私の方が落ち着かず、時間があ
れば面会に行っていましたが、いつも職員の
方が笑顔で面倒を見てくださる姿に安心して
家へ帰れるようになりました。現在、主人は
私の話を理解できません。ただ、社交性があ

り、視覚、聴覚は残っていますので、スキン
シップとジェスチャーでの誘導で介護してい
ます。唯一できるのはお箸を持って上手に食
べることです。それだけでも嬉しいです。ま
た、遊び上手でもあります。先日もトランプ
を並べていて、私がそれを褒めると、嬉しそ
うに笑ってくれました。「寂しくなかった？」
と聞くと「誰も居よらへんね」と言ったとき
は、本当にわかってくれているのかなと、びっ
くりしました。また、何かしてあげたときは

「ありがとう」とか「すみません」と言って
くれます。そのときは「こちらこそありがと
う」と返事をします。それだけでも会話ので
きる喜びを感じます。ニコニコ嬉しそうにし
てくれるので、少しでも長い間一緒にいてあ
げようと思い、帰りが遅くなってしまいます。
◦現在の生活

ホームシェアリングの費用は特養の入所や
ショートステイと同じで、介護保険の利用料
として１割負担、食費、居住費で、うちの場
合は月に８万円ほどです。偶数月の１日に園
から迎えにきていただき、月末に送り届けて
いただきます。奇数月は在宅で、週４回のデ
イサービスと訪問看護を月２回、各１時間ず
つ利用しています。

主人が入所している１ヵ月は、私はゆっく
りお風呂に入れますし、友達と旅行に行くこ
ともできました。デイから帰ってくる主人の
時間に合わせて帰らなくてもよいし、精神的
にもゆっくりとした時間が流れるようになっ
て、主人を大事にしてあげたいと思えるよう
になりました。本当に今までいろいろな方に
助けていただいたお蔭でここまでこられたの
だと、皆様に感謝しています。

「ホームシェアリングを利用して」
� 京都府支部　酒井昭子さん

110
北

南
から

から
京都府

今回は

京都府支部版
（2012年5月号）

「ぽ〜れぽ〜れ」通巻384号●2012年7月25日発行（第３種郵便物認可）
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「ケアでつながる地球家族」「ケアでつながる地球家族」
国際交流委員会発国際交流委員会発

■イギリスから日本へ視察に
5月16日（水）、「家族の会」本部事務局（京都市）にイギリ
スからの訪問がありました。イギリスのアルツハイマー協会の
アンドリュー・チディー氏、同国保健省のジリー・アイリング氏、
他2名の計4名が来られました。今回の訪問の目的は、日本の
認知症を取り巻く現状の視察で、特に「家族の会」の活動や「認
知症サポーター100万人キャラバン」などについて知るためで
した。

基礎的な情報交換の後、「認
知症の人へのスティグマ（烙印、
否定的な意味でのレッテル）に
どう対処してきたのか」などの
質問があり、日本での取り組み
や歴史について説明しました。
その後、京都府等を中心に組織
された京都地域包括ケア推進機構を訪れ、「サポーターを目標
（100万人）を越えて養成しているが、評価測定はどのように
しているのか」など、具体的な質問が出ました。
国際的な流れの中で、日本の状況を外からの視点で改めて考
える良い機会になりました。… （事務局　小野貴志）

誰もが口ずさみたくなるような懐かしい歌を「つ
どいの歌」として毎月支部会報で紹介し、各地区で
の「つどい」で歌っています。参加者は、「力一杯歌
いリフレッシュできた」「勇気が湧いてきた」と話し
ています。

「つどいの歌」の歴史は支部発足時にさかのぼり、
当時の世話人さんが「心を癒す歌」の歌集を作成し、
その中から毎月選んでいます。毛筆やペン字の歌詞
は、ご本人さんによるものです。最近の歌は、「鯉の
ぼり」「朝はどこから」で、会員さんは「今月の歌は？」
と支部会報が届くのを楽しみに待っています。

山形県
支部

パソコン、携帯、スマートフォンで開けるブログを
開設しました。
内容は、毎月のつどいの情報を中心に地域の学習
会、サポーター養成講座、介護グッズなどの介護情

報です。管理者の世話人さんは、「ブログの記事や意
見、感想、ブログの管理を一緒にしていただける方を
募集中です。紙面に制約がなく、画像や会員さんの『つ
ぶやき』などをアップできます。支部会報『越

え っ さ

佐』と
ともにエッサエッサと更新していきます」と話してい
ます。

新潟県
支部支部のブログができました !!

支部は、「看護の日」（5月12日）イベントに参加
し県内３ヵ所の病院に「認知症介護相談コーナー」を
設けて相談を受けました。今年で５回目です。
「以前は『認知症介護相談』の看板を掲げることは、
はばかられるような思いでしたが、今年は健康相談

コーナーと同様に『認知症のチェック』を受けてみよ
うと立ち寄る方が多くあり、認知症が病気として受け
入れられるようになったと確信できました」
「『私は認知症です』と悩みや思いを気軽に話してく
ださる時代が来るのではないかとも思いました」
このような話を相談コーナーに参加した世話人た
ちがしています。

滋賀県
支部看護の日に認知症介護相談コーナー

「充実の２年目に向かって」のスローガンを掲げ支
部総会を４月22日に開催しました。
川井元晴代表から「発足時の会員100名が153名

に増加。つどいは県内５ブロックで毎月あるいは隔月

で開催。支部会報は隔月発行。２年目の課題は電話相
談の本格化」と報告がありました。
総会後の交流会では、デイケア利用中の金谷潤さ

んのキーボード演奏に聞きほれました。その後に参加
者全員で金谷さんの伴奏に合わせて歌い、楽しいひと
ときを過ごしました。

山口県
支部支部発足２年目の支部総会

今月のつどいの最後に歌う歌

イギリスの巻

チディー氏（右から4人目）、アイリン
グ氏（左から3人目）らと一緒に。
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義理の母が認知症と診断されてから、
かれこれ６年経つ。可愛がっていた孫娘
が結婚し、式にも参加したのに、会うた
びに「まだ結婚できないの。困ったね」
と言っている。ATMでお金をおろすこ
とはできるのだが、おろす時、暗証番号
を声を上げて復唱している。東日本大震
災の津波の映像がテレビで流れるたび
に、「これどうしたの、なにが起こったの」
と今でも言っている。
「一日一生」は、天台宗の大阿闍梨の

酒井雄哉さんの本のタイトルになってい
る。この言葉は一般的には、「今日一日
が自分の一生の最後の日だと思って懸命
に生きよ」という意味だとされている。
しかし、全く別の解釈としては、「人間
は一日一日生まれ変わる、くよくよせず
に毎日新しい自分として生きよ」という
意味もある。

酒井住職は、約７年かけて比叡山中を
1000日間、回峰巡拝する「千日回峰行」
をこれまで２回達成している。「千日回
峰行」をすると、歩く距離は4万キロで、
地球を一回りしたことになる。そのモッ
トーが「一日一生」。今日のことは今日
でおしまい、毎日新しい自分になる、そ

れが、秘訣だそうだ。
ところで、認知症の義母は、「一日一

生」どころではない。10分も経てば新し
い自分になって、同じ話を繰り返す。「一
日多生」と言ってもいいくらいだ。

今、全国で200万人を上回る認知症の
人がいると言われている。早期発見、的
確な診断、適切な医療、良質なケア、そ
して生活支援が必要だというのが、政策
の柱になっている。しかし、どの分野を
とっても発展途上で、議論百出となって
しまう。例えば、認知症の人は環境の変
化に弱いので、病院や施設などを利用す
ることが必ずしもいいとは言えないが、
だからといって家族介護もなかなか難し
い。

認知症ケアの本によると、認知症の人
に「何度も同じことを言うな！」という
ことは禁句とされている。自尊心が傷つ
き、興奮によって、症状悪化の引き金に
なるからだ。しかし、肉親ほど我慢でき
ない。イラッとしてつい怒鳴ってしまい
がちである。

何しろ相手は「一日多生」なのだ。こ
ちらもせめて「一日一生」くらいは生ま
れ変わらないとついていけない。

老いをめぐる私の想い

一  日  一  生

宮島　俊彦
厚生労働省　老健局長
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●デイサービスでは
多くの事業所はサービス時間を延長していま

す。そのため、単位数アップに伴う利用料金が増
え、介護職員処遇加算と合わせた家族負担が増え
てきています。

本人◦「早く家に帰りたい」
家族
◦「単位数が増えたため、１ヵ月の利用回数を減
らしました」

◦「今まで利用していた他のサービスが使えなく
なりました」

◦「介護サービス事業所の方針でデイサービスの
利用時間が決められているところが多いです。
家族の希望する時間に利用できれば、それぞれ
の家庭に合わせて時間を調整できます。現状
では事業所を変更せざるを得ないこともありま
す」
一方で

◦「家事など自宅での用事がゆっくりできるよう
になりました」

◦「仕事から慌てて帰らなくてよくなりました」
◦「ゆっくり外出できるようになりました」

など介護負担が軽減したという声も聞かれま
す。

時間短縮の利用者は少ないが……
◦「自宅に早く帰らなくてはいけない」
◦「利用料が安くなったので助かる」

など本人、家族の声は利用時間延長の時とは逆
の声が聞かれます。
事業所
◦「時間が延びたため、落ち着きがなくなった方
があります」

●訪問介護では
家族からは訪問時間が短くなり介護の負担が増

えると共に、ヘルパーとのふれあいが減り「介護
家族のこころ」の支えがなくなったとの声が多い
です。

家族・本人
◦「全体のサービスの内容を減らすこととなり、
慌ただしくなりました」

◦「90分を60分に短縮されたので家事援助の優
先順序を決めて減らしています」

◦「ヘルパーさんと本人や家族とのコミュニケー
ションが減りました」

ケアマネジャー
◦「生活援助の時間が短くなったことを分かりや
すく説明することが大切ですが、難しいです」

◦「複数の介護サービスを利用し、従来なら入所
レベルの人も自宅で生活するケースが増加し
ています。特にヘルパーとデイを軸としたサー
ビスを組んでいるケースが多く、利用者の生活
状況やそれぞれの家庭に合わせて介護サービ
スの調整が一段と必要になってきました。しか
し、デイやヘルパーのサービスがこの現状では
細かなマネジメントが困難な状況となっていま
す」

◦「生活援助を１日複数回入るのは難しく、その
部分は家族が行っているので家族の介護負担
にもなります」

大阪の人たちの声� （編集委員　坂口義弘）

介護保険
情報 介護保検─改定されたサービスを使って②

４月から介護保険が改定されまだ３ヵ月にもならないのに、早くも本人、家族、介護専門職から制度への批
判が数多く上がっています。特にデイサービスと訪問介護の時間変更への苦情は多く、ケアマネジャーは家族
の希望とサービス事業所の思惑との調整に苦慮しています。大阪府の人たちの声を聞いてみました。
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交流の場交流の場
宮城◉8月2日・16日㈭…午前10:30〜午
後3:00／翼（本人・若年）のつどい→
泉社会福祉センター
富山◉8月4日㈯…午後1:00〜3:30／てる
てるぼうずの会→サンフォルテ2階介護
実習室
滋賀◉8月8日㈬ 午前10:00〜午後2:00

／ピアカウンセリング→滋賀県成人病
センター職員会館2階
京都◉8月19日㈰ 午後1:30〜3:30／若
年のつどい→京都社会福祉会館
鳥取◉8月26日㈰ 午前11:00〜午後3:00
／にっこりの会→地域交流センター笑
い庵「笑い庵カフェ&マルシェ」（米子市）
広島◉8月4日㈯… 午前11:00〜午後3:30
／陽溜まりの会東部→福山すこやかセ
ンター

8月11日㈯…午前11:00〜午後3:30／陽溜
まりの会広島→広島市吉島地域福祉セ
ンター
8月18日㈯…午前11:00〜午後3:30／木も
れびの会→広島市社会福祉センター
8月25日㈯…午前11:00〜午後4:00／陽溜
まりの会西部→廿日市市あいプラザ
宮崎◉8月13日㈪…午前11:00〜午後2:00
／今日も語ろう会→宮崎県支部事務所

… 詳細は各支部まで

今月の本人

春の交流会は、富山県支部が担当し
ました。直前まで雨が降りましたが、
開催中は五月晴れに恵まれ、10名の
本人は笑顔いっぱいで声をかけ、いた
わりあい、家族は前向きに話をした交
流会でした。

笹川の家に到着すると富山県支部の

高田秀子さんが「お帰りなさい」とや
さしい声で東京・滋賀・新潟・広島か
ら総勢28名の参加者を出迎えました。
広島の竹内裕さんは「お手伝いを」と
2日前から参加し、布団干しなどの準
備の手伝いをしてくれました。
 （副代表　勝田登志子）

5/18〜20　「全国本人交流会」参加者のみなさん
（第11回笹川のつどい）

滋賀や新潟からの初参加の人、連続参加
の東京都の田渕保夫さんなど10名の本

人は笑い声と笑顔にあふれた時間を過ごしま
した。手を取り合い、心を寄せあい話し合う
姿がありました。夜の懇親会のお国自慢大会

では本物そっくりの「天国から帰ってきた寅
さんショー」に拍手喝采。3日目にはみんな
で考えた「仲間への呼びかけ」を富山県支部
の中島禮子さんの絵手紙で大きな垂れ幕にま
とめました。

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰

●仲間への呼びかけ
① 負けてたまるかと上を向いて新しいことにチャ

レンジしよう。
② 認知症があってもなくても病気を理解しあおう。
③楽しいこと、できることをボチボチしていこう！
④ 病気の進行を遅らせ根治薬ができるまでネバー

ギブアップ
⑤ 笹川のつどいを世界に拡げ、皆で楽しく交流

しよう‼

宮崎城跡で集合写真

天国から帰ってきた寅さんショー
（サポーターの国澤一男さん）

みんなで話し合い

富山の郷土料理がいっぱい
（中央・山本きみ子さん）
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