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平成30年11月の社会福祉大会受賞作品であるため、当時の学年で記載させて頂いております。

やってみる　それが未来への　第一歩 清水小学校　6年　二神　　琴さん

第51回土佐清水市社会福祉大会

（がんばったで賞　テーマ「夢」）

自主練し　絶対打つぞ　ホームラン 清水小学校　5年　小川　京吾さん

気づかいが　明日を明るく　できるカギ 清水小学校　6年　松岡　七海さん
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2019年度土佐清水市社会福祉協議会会員募集
土佐清水市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らしていけるよう地域福祉の推進を行っております。

社協会員とは・・・地域福祉の応援団です。社協会員とは・・・地域福祉の応援団です。
　社協は、地域に生じるさまざまな問題を解決するために、地域住民やボランティア、関係機関と協力
しながら、地域福祉活動を推進していく民間団体です。地域に根ざした社協をめざして、特色ある事業
を行うため、会員募集を行っています。皆様のご協力をお願いします。

◎皆様からの社協会費は、ボランティア・地域
福祉活動・広報費等に使われます。�

＜問い合わせ先＞�
〒787ー0323　土佐清水市寿町11ー9�
　　　　　　　土佐清水市社会福祉センター内�
社会福祉法人�土佐清水市社会福祉協議会
TEL 82ー3500　FAX 82ー4047

普通会員………………………1口　1,000円
賛助会員………………………1口　2,000円
　　　　　　　　　　　　　　（個人加入）

団体会員………………………1口　5,000円
　　　　　　　　　　　　　　（団体加入）

年会費

今年の２月１４日清水小学校３年生を対象に行いました。

積極的な生徒さんたち ジェスチャーゲーム! 「これな～んだ」 手話で「こんばんは」

　社会福祉協議会では、聴覚障害への理解を深めるとともに手話を身近に感じてもらえるよう、
市内の学校や福祉センター・各団体等から依頼を受け、手話奉仕員を派遣しています。まずは簡
単な挨拶からあなたも一緒に学んでみませんか。

　派遣を希望される団体、また内容を詳しく聞いてみたいという団体の方は、下記までお気軽に
ご連絡ください。

はい！はい！
はい！はい！

土佐清水市社会福祉協議会　蕁82－3500（担当　山本）お問い合わせ先

みなさまのご支援とご協力ありがとうございました

土佐清水市社会福祉協議会団体会員のご紹介（平成30年9月29日～平成31年3月31日受付分）

グリーンハイツ・シルバー会

4月号



R321蜻竜串

地域包括
支援センター

森林
組合

清　水
警察署

地域包括支援センターです！地域包括支援センターです！

＜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。

こんにちは！

受付時間：月曜日～金曜日　8：30～17：30（祝日を除く）

内　　容 日　　　時 場　　　所 担 当

ご案内

ご案内

地下トレー
ニングジム
説明会

4月10日（水）
社会福祉センター

地下トレーニングジム4月25日（木）
午後 1時30分から3時30分

午後 1時30分から3時30分
尾闢

内　　容 日　　　時 場　　　所 担 当

認知症
相談会

4月15日（月） 土佐清水市地域包括
支援センター

4月22日（月）
午前　10時から11時半

＊お気軽にお越しください。

午後 1時30分から3時30分

プラザ・パル  2階

平野
吉名

社会福祉センター地下トレーニングジムのご紹介

利用希望の方は、説明会への参加が必須となります。　
4月は2回開催します、下記日程を確認の上、ご連絡ください。

月
×
〇

開放時間
午前090時30分～12時まで
午後010時30分～040時まで

火
〇
×

水
〇
×

木
〇
×

金
〇
×

※火曜日は男性のみの利用日です

　社会福祉センターの地下には、トレーニングジムがあります。
　介護予防の考え方が広まっている中、せっかくよい場所がある
ので、みなさんにもっと知って、活用してもらいたいと思います。
　現在は、対象者を絞って運営しています。心当りのある方は、
是非見に来てみませんか？

・地域の集まりに参加していない方
・機能維持の為、トレーニングジムの機器が適切な方
・運動する習慣がなく、運動の機会を作りたい方
・市民体育館等、公共施設を利用できない方

【
対
象
者
】
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いきいきサロン事業は、
・高齢者の生きがいと社会参加の促進
・家に閉じこもりがちな独居高齢者等の社
　会的孤立感の解消
・健康づくりの促進や自立生活の助長を目
　的に、地域住民のみなさまの主体的
　な取り組みとして実施いただいてお
　ります。�

　そんないきいきサロンを、地域の特性を
活かしながら、より効果的に継続して推進
するための手助けとなることを目的に、い
きいきサロン展開セミナーを開催しま
した。�

　セミナーでは、各サロンの活動報告や、
土佐清水市の介護保険の現状を説明し、「介
護予防としてサロンでやってみたいこ
と、役割を持って出来ること」につい
てみなさんから意見を出し合っていただき
ました。その後、笑いヨガや認知症予防体操、
ミニ輪投げ大会などを行い、お互いの交流
を深めました。

　参加者からは、「楽しかった」、「他地
区のサロンの実施状況が知れて良かっ
た」、「サロンでの活動が介護予防につ
ながっていることが分かった」などの
声が寄せられました。

　各地区のいきいきサロンが、今後も介護
予防の拠点として継続、活性化していくよ
うに、みなさんの取り組みを社会福祉協議
会は支援していきます。

ご参加いただいたみなさん、
ありがとうございました。
ご参加いただいたみなさん、
ありがとうございました。

みなさん真剣に聞かれてました!

2/27　半島地区

2/28　三崎地区

3/12　下ノ加江地区3/1　市街地地区

みなさん真剣に聞かれてました!

2/27　半島地区

2/28　三崎地区

3/12　下ノ加江地区3/1　市街地地区
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　地域について話し合う中で、「伝統を大事にする」、「声を掛けあう」、「元
気でいる」などを目標にしていきたいという声が聞かれました。
　そのための取り組みとして、男性がひとりでも栄養や味付けに困らない
ようにと、「男性の料理教室」がしたいという意見が出されました。以前は、
宴会の時に男性が皿鉢料理を作っていたという話も挙がり、まず、男性で練習をしてゆく
ゆくは女性も交えて一緒に作って食べる機会になれば・・・と夢が膨らむ話し合いとなり
ました。

　寒い中でしたが、若者から高齢の方まで幅広い年代の方が集まってくれ、地域について
話し合う機会になりました。子どもの声が聞こえ、地区の平均年齢が若い、という特徴が

ある中で、困った事があれば頼みやすい関係性がある、高齢になっ
ても、畑仕事や散歩を通じて各自ができる範囲で元気でいようと
取り組んでいる、というお話が聞けました。また、行事への集まりがよい、先祖ま
つりなど片粕の宝物についての話も聞けました。



生活支援・介護予防サービス研修会生活支援・介護予防サービス研修会生活支援・介護予防サービス研修会

「みんなでつくろう 助け合い・支え合いの地域」「みんなでつくろう 助け合い・支え合いの地域」「みんなでつくろう 助け合い・支え合いの地域」

　2月21日（木）社会福祉センターにて生活支援・介護予防サービス研修会「みんなでつくろ
う　助け合い・支え合いの地域」を開催しました。会場がほぼ満員になるほど多くの皆様にご
参加いただきました。大浜、下川口浦、東谷、松尾の各地域で介護予防や生活支援の取り組み
を行っている方々から、取り組みに至ったきっかけや活動の中で感じている思い、そして今後
に向けた取り組みについて話していただき、その思いを共有する機会になりました。
　今回発表いただいた地域の他にも、市内各地域でそれぞれの実情に応じた様々な取り組みが
行われています。これからもそのような住民主体の活動を取り上げ、発表の場を作ることで取
り組みの推進・拡大につなげていきます。

ボランティアセンターコーナーボランティアセンターコーナー 寿町11-9 TEL82ー3500
土佐清水市ボランティアセンター

寿町11-9 TEL82ー3500
土佐清水市ボランティアセンター

平成30年度ボランティア研修会を開催しました。

下浦青年会館 足摺岬区長場

　平成31年3月5日下浦青年会館、3月13日足摺岬区長場に
おいてボランティア研修会を開催しました。少子高齢化が進
む土佐清水市において、地域で安心して暮らしていくために、
地域で支える力、ボランティアさんの力が一層必要となって
きています。この研修会では土佐清水市の現状を再確認し、
講師に四国ＳＦＡ研究会高知支部代表　猪野久子氏を招き、
ボランティア活動の中だけでなく普段の生活の中でも大切に
なってくる傾聴（けいちょう）について学びました。
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3日

〃

4日

〃

5日

6日

9日

〃

10日

〃

11日

16日

17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）

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

爪白区長場（爪白つわぶき会）

三崎地区防災コミュニティーセンター（斧積いきいきクラブ）

大浜コミュニティーセンター（大浜ぼうず石クラブ）

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

下川口郷区長場（下川口郷いきいきクラブ）

権現集会所（権現日の出会）

窪津区長場（窪津ツバキ会）

元町　立石さん宅（元町みなとサロン）

立石集会所（立石いきいきクラブ）

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）

水

〃

木

〃

金

土

火

〃

水

〃

木

火

水

〃

〃

18日

22日

〃

〃

25日

〃

26日

30日

毎週

毎週

毎週

第1・3

第2・4

未　定

以布利旧保育園（以布利じんべいサロン）

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

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）

藤ノ川集会所（オガタマ会）

旧布保育園（布若葉サロン）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

船場集会所（船場あじさいサロン）

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

旧旭保育園（旭町いきいきサロン）

旧旭保育園（あさひイキイキサロン）

養老区長場（養老いきいきクラブ）

越連合区長場（越さくら会）　1日、15日

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）　8日、22日

小方青年会館（小方清流クラブ）

木

月

〃

〃

木

〃

金

火

火

水

水

月

月

日　時 日　時会　場（グループ名） 会　場（グループ名）

～4月のいきいきサロン日程表～

～宗呂下コスモス会～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

4月号

　宗呂下コスモス会では、2ヵ月に1回サロンを開催し、サロンの無い月には喫茶「へんしも」
を開催しています。最近では男性も参加されるようになり、輪投げをしたり、おしゃべり
をしたりと楽しいサロンが行われています。ボランティアさんが気を付けていることは「食
事の栄養が偏らないこと」、「もっといっぱいの人に来てもらいたい」との声も聞かれまし
た。ボランティアの皆さん、これからもみんなの笑顔が溢れるサロンになるようよろしくお
願いします。

楽しいサロン開催中！楽しいサロン開催中！



こじゃんと達者な  じいやん  ばあやんこじゃんと達者な  じいやん  ばあやん
足摺岬 中澤　幸子

　ピンっとした背筋、シャキシャキとしっかりした足取り！驚きの若々しさで出迎えてくれ
た幸子さん。
　「中浜から18歳の時に足摺岬にお嫁に来て…今の人には考えられんでしょう？」と日課の
散歩コースを一緒に歩きながら話してくれました。
　いつもはひ孫ちゃんからの「おっおーっ!!」と幸子さんを呼ぶ声で手を引かれて、散歩が
始まることも多いそうです。
　新聞の【社説】を読む、次に【声の広場】、時間がある時は【小社会】と続きます。手術を
してからは、メガネも無しで読めるそうです。
　食べ物の好き嫌いはなく、朝は卵の入った野菜たっぷりのみそ汁で一日がはじまります。
晩は必ず刺身をつけて、煮物など品数を多めにとるよう心がけているとのこと、ご家族の思
いもいっぱいです。「子供達やお嫁さんに優しくしてもらってこんなにありがたいことはない。
昔は、旦那さんにも優しくしてもらって、親が付けてくれた通り幸せな人生になりましたよ」
とにっこり。そんな感謝の気持ちがいっぱい溢れている、笑顔が印象的な幸子さん、これか
らもお元気でいてくださいね。

大正15年6月17日生まれ 92歳です！

散歩が日課蟋散歩が日課蟋

（さちこ）
さん

～いきいきサロンの風景～～いきいきサロンの風景～

新聞紙を折ってごみ入れ作り新聞紙を折ってごみ入れ作り みんなで食べるとおいしいねみんなで食べるとおいしいね

市野々サロン旭・緑ヶ丘サロン

ぼくが、
をエスコートして
るんだぞ～！

ひーばーひーばー




