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大好きなおじいちゃんが認知症になっていくお話。思い出をふうせんに

例えて認知症をイメージしやすく、とらえ方や向き合い方を教えてくれ
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 動画は、地元の情報を発信するポータルサイト
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 適度に体を動かすことで、心や脳も刺激されます
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「黒瀬で宅配・お持ち帰り
できる飲食店」情報なども
掲載しています。 
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