
12月号2019

住所　土佐清水市寿町11ー9　電話（0880）82ー3500　FAX（0880）82ー4047

令和元年12月1日（毎月1回発行）　　　　　　　■編集発行：社会福祉法人　土佐清水市社会福祉協議会

http://www.tosashimizu-fukushi.or.jp/    E-mail:shakyou-s@viola.ocn.ne.jp

幸町

中浜

養老 下ノ段

市野々

藤ノ川



12月号

市役所 危機管理課　TEL８７－９０７７までお問合せください。
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令和元年12月19日（木）13：00～16：30（11：00開場）
土佐清水市立市民文化会館
令和元年12月19日（木）13：00～16：30（11：00開場）
土佐清水市立市民文化会館

開場11：00～　いきいきサロン等による展示・販売
　　13：00～　開会行事
　　13：20～　一般・高額寄付者表彰
　　13：45～　子ども絵画・標語コンクール表彰式
　　13：45～　こじゃんと達者なじいやんばあやん紹介
　　14：05～　社会福祉活動推進校発表
　　　　　清水小学校「合唱」「平和についての発表」

　　　　　幡陽小学校「鼓笛隊」

　　15：05～　認知症パネルディスカッション
　　　　　「地域力で支えあう認知症」

　　16：20～　アトラクション「あしずり元気体操」
※進行状況により時間が前後する場合がございます。

 パネラー　土佐清水市地域包括支援センター　主任　吉名　正実氏
   グループホーム百日紅の家　管理統括責任者　西村　真紅氏

 地域住民　手島千代子氏
 コーディネーター　高知県立大学社会福祉学部教授　田中きよむ氏

手話通訳有ります
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斧積Ａチーム斧積Ａチーム

　11月15日（金）市民体育館にて第12回いきいきサロン
対抗輪投げ大会が開催されました。
　16地区から約110名を超える方が、参加されました。
真剣に輪を投げる参加者に、周りから沢山の声援と歓声
が沸き、その後の交流ゲームでもお互いに交流を深めて
いました。参加していただいたみなさん、お疲れ様でした。

団体の部　優　勝：窪津サロン
　　　　　準優勝：中浜サロン
　　　　　第3位：松尾サロン

個人の部
69歳以下の部
　松尾サロン　　　次田きよこさん
70～79歳の部
　市ノ瀬サロン　　大塚美恵子さん
80歳以上の部
　窪津サロン　　　山下　忠明さん

大会の成績

団体の部優勝 個人の部優勝

窪津サロン 次田さん  大塚さん  山下さん窪津サロン 次田さん  大塚さん  山下さん

　10月31日、宿毛市総合運動公園にて7市町村300名
を超える方が参加して5競技（グラウンドゴルフ、ペタ
ンク、ワナゲ、フロッカー、シャフルボード）で行わ
れました。
　土佐清水市からはグラウンドゴルフ10名、ペタンク
6名、ワナゲ2名が参加し、ペタンクの部で、斧積Ａチ
ームが優勝、グラウンドゴルフで、矢野川卓司さんが
優勝となりました。
　日頃の練習の成果を発揮し、見事2つの競技で優勝
という結果になりました。おめでとうございます。
　参加いただいたみなさん、おつかれさまでした。 矢野川さん（一番右）矢野川さん（一番右）
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R321蜻竜串

地域包括
支援センター

森林
組合

清　水
警察署

＜相談窓口・お問合せ＞�

土佐清水市地域包括支援センター
〒787ー0332 土佐清水市汐見町1ー19  TEL83ー0233

詳しいお問い合わせは、
下記連絡先までお気軽にどうぞ。

受付時間：月曜日～金曜日　8：30～17：30（祝日を除く）

今年も今年も かわいい認知症サポーターが誕生しました!かわいい認知症サポーターが誕生しました!かわいい認知症サポーターが誕生しました!

認知症サポーターとは、
認知症の対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる
範囲で手助けをすることができるよう、研修を受けた人・子供たちです。

研修をうけた子供たちから、心温まる意見が沢山聞かれました。

「困っているお年寄りがいたら、声を掛ける」
「ゆっくり、優しく話をする」
「困っているお年寄りがいて、自分でどうしたら良いか分からない時は
「大人を呼んでくる」
「認知症だけでなく、病気の人や色々な人を助けたい」

研修を受けた子供たちには、オレンジリングを渡しています。
誰でも安心して生活できる土佐清水をみんなで力を出し合っ
て作っていきましょう!!

【8月27日　清水小学校学童保育】 【10月23日　中央公民館放課後子供教室】
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　幡陽小学校では、地域にある特別養護老人ホームしおさいで毎月行われるている誕生日会
に合わせて慰問活動を行っています。
　10月は全校生徒で訪問して「鼓笛隊」の演奏を披露しました。
　入所されている皆さんは、小学生の訪問を笑顔で迎え、演奏中は一緒に手拍子しながら楽
しそうに聞いていました。
　幡陽小学校の生徒たちの訪問が、何よりのプレゼントになり、たくさんの元気をもらって
いるようでした。

　10月27日（日）に行われた土佐清水市総合防災訓練のサテライト会場で、災害ボラン
ティアセンター模擬訓練を実施しました。
　清水中学校２年生がボランティア役、清水高校生がボランティアセンタースタッフ役
になり、ボランティアセンターでの当日の流れを体験しました。
　高校生ボランティアは、最初は説明することなど戸惑っている様子でしたが、何度か
経験することで少しずつ工夫しながらスタッフとしての役割を果たしていました。
　万が一、大きな災害が起こった時は、中高生の若い力も支え手として期待できること
でしょう。
　当日、災害ボランティアセンター模擬訓練に参加された清水中学生、清水高校生の皆
さん大変お疲れ様でした。

幡陽小学校幡陽小学校

清水高校ボランティア清水高校ボランティア
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4日

〃

5日

〃

8日

10日

〃

11日

〃

〃

12日

16日

〃

〃

〃

貝ノ川郷集会所（貝ノ川郷菜の花クラブ）

鳥渕集会所（鳥渕わらびの里クラブ）

旧浦尻保育園（浦尻すみれ会）

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

久百々集会所（久百々いきいきクラブ）

大浜コミュニティセンター（大浜ぼうず石クラブ）

三崎地区防災コミュニティセンター（斧積いきいきクラブ）

権現地区集会所（権現日の出会）

下川口郷区長場（下川口郷いきいきクラブ）

市街地区長会事務所（天神町ほのぼのサロン）

窪津区長場（窪津ツバキ会）

グリーンハイツ区長場（グリーンハイツいきいきサロンさわやか）

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

市野々公会堂（市野々コスモス会）

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

水

〃

木

〃

日

火

〃

水

〃

〃

木

月

〃

〃

〃

日　時 会　場（グループ名）

17日

〃

15日

〃

18日

〃

18日

19日

26日

毎週

毎週

毎週

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

長野公会堂（長野いきいきクラブ）

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

旭町　芝岡さん宅（元町みなとサロン）

立石集会所（立石いきいきサロン）

社会福祉センター（幸町しあわせサロン）

浜益野公会堂（白浜会）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

布旧保育園（布若葉サロン）

旧旭保育園（旭町いきいきサロン）12月は17日まで

養老区長場（養老いきいきクラブ）

旧旭保育園（あさひイキイキサロン）12月は11日まで

越連合区長場（越さくら会）

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

火

〃

〃

〃

水

〃

水

木

木

火

水

水

日　時 会　場（グループ名）

～12月のいきいきサロン日程表～

※時間・内容・会費は地区によって異なります。急遽変更等になる場合もあります。各サロンへご確認下さい。

第1・3月

未　定

珈琲メーカーを譲って下さい
あなたの要らない物を誰かのために。
　ご家庭で使わなくなった珈琲メーカーがありましたら、社会福祉協議会まで
お譲り下さい。

連絡先　土佐清水市社会福祉協議会　蕁82－3500　担当　平野

～いきいきサロンの風景～～いきいきサロンの風景～

松尾サロン越サロン

この中に100歳になられた方がいます。この中に100歳になられた方がいます。 かわいい助っ人がお手伝いしてくれました。かわいい助っ人がお手伝いしてくれました。

ご案内
内　　　容 日　　　時 場　　　所

社会福祉センター
地下トレーニングジム

プラザ・パル　2階
認知症相談会

午前 10時から11時30分

地域包括支援センター

12月16日（月）

午後 1時30分から3時12月12日（木）

午後 1時30分から3時30分12月16日（月）

内　　　容 日　　　時 場　　　所

社会福祉センター
地下トレーニングジム
新規利用者説明会



～旭町いきいきサロン～いきいきサロンボランティア紹介いきいきサロンボランティア紹介
　旭町いきいきサロンは体操を中心にした、週に1回
のサロンです。毎週火曜日の10時から約45分間しっ
かりと体を動かし、その後はおしゃべりを楽しむお茶
会になります。体操だけでなく救急救命法や脱水予防、
防災訓練等いろいろな勉強会を毎年行っており、介護
予防にとても熱心です。90歳代の参加者が3人もおり、
勉強会や小物作りにも進んで参加してくれます。�
　ボランティアさんにうれしかったことを聞くと「参
加者が他の人に呼びかけて、また新しい交流がはじま
ること。人と人との繋がりやね。」と笑顔で答えてく
れました。皆の笑顔が溢れるサロンが続くよう、これ
からもよろしくお願いします。

小物つくりにもチャレンジ!小物つくりにもチャレンジ!

百々恵（ももえ）さん

昭和4年10月25日生まれ90歳です！

茂 美（しげみ）さん

大正14年12月9日生まれ93歳です！

布 植木さんご夫妻

　  もともと近所の幼なじみで育ったお二人。もうすぐご結婚70年（!!）を迎えるとのこと。
　 若いころは、茂美さんがカツオ船に乗っており、1年の3分の2は離れて生活していたこ
ともあって「あんまりケンカしたことない」と話してくれました。お互いの好きなところ
を聞くと、茂美さんは「今もかわいらしいところ」、百々恵さんは「やさしいところ」と
照れながら答えてくれました。
　 取材中も隣近所の方と仲良くおしゃべりするなど、穏やかな雰囲気を持つお二人を、そ
してお二人のいる布のことを、お孫さんや曾孫さんも大好きな様子で、かわいらしいプレ
ゼントをくれたり、一緒に海の散歩を楽しんでいるそうです。
   植木さんご夫妻、これからも仲良く、ステキな笑顔を見せてくださいね！

一緒に網を直すことが、
2人の元気の秘訣、仲良しの源です。
一緒に網を直すことが、
2人の元気の秘訣、仲良しの源です。


