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10月号

フレイルってなに？
　このごろなんだか疲れやすい…最近ちょっと痩せてきたかも…外出するのがおっくうなと
きがある…。そう感じることはありませんか？
　フレイルとは、年齢を重ねるとともに心と体の活力が衰えた状態をいいます。健康な
状態と、介護が必要な状態の中間の段階にあたり、健康な人よりも要介護になるリスクが高
いといわれています。

　いきいきサロンや運動教室、地域の集まりが再開されてきましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響で自粛生活が続き、活動機会が減ったことで、心身の衰えを感じている方が増
えています。

フレイルの予防のために

お友だちとおしゃべりなど
いつも前向きな気持ちで！
フレイルの最初の入り口は社会参加の低下と
いわれています。地域の集まりやボランティ
ア活動に参加したり、趣味のクラブに入った
り…自分に合った活動を見つけることが大切
です。バランスの良い食事、口腔機能の維持！

筋肉の材料となる肉、魚、卵、大豆製品や、
骨を強くする牛乳、乳製品を多くとりましょ
う。よく噛むことも大切です。

お友だちとおしゃべりなど
いつも前向きな気持ちで！
フレイルの最初の入り口は社会参加の低下と
いわれています。地域の集まりやボランティ
ア活動に参加したり、趣味のクラブに入った
り…自分に合った活動を見つけることが大切
です。バランスの良い食事、口腔機能の維持！

筋肉の材料となる肉、魚、卵、大豆製品や、
骨を強くする牛乳、乳製品を多くとりましょ
う。よく噛むことも大切です。

たっぷり歩くことや頭の体操。
ちょっとがんばって筋トレも！
有酸素運動をしながら、しりとりや計算などを同
時に行うことで認知力のアップにも効果的です。
筋力の低下を防ぐことで、転倒・骨折で寝たきり
になるリスクも軽減されます。

たっぷり歩くことや頭の体操。
ちょっとがんばって筋トレも！
有酸素運動をしながら、しりとりや計算などを同
時に行うことで認知力のアップにも効果的です。
筋力の低下を防ぐことで、転倒・骨折で寝たきり
になるリスクも軽減されます。

蘆足摺テルメ健康づくり教室
蘆高齢者体育大会
蘆老人大学・芸能大会
蘆幡多地区高齢者芸能大会
につきましては、今年度は、新型コロナウイルス感染症の

楽しみにしてくれていた方も多いと思いますが、ご了承ください。

開催しません。 開催しません。

感染症拡大予防
対策に、ご協力
ください

影響により
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～清水高校～～清水高校～

～インタビュー内容～～インタビュー内容～
①将来の夢　②清水の好きな場所　③清水で地域活性化に向けてやってみたいこと

④ゴミ出しボランティアをした感想

河野　愛　さん

田村　琳空　さん

江口　晴仁　さん

岡闢　裕大　さん

金枝　祐史　さん

吉田　悠人　さん

リンク

ハルト

ユタ

ヒロフミ

ユウト

1年生

2年生

考え中です。楽しく、やりがいのある仕事に就きたいと思います。
きれいな海があって、星がたくさん見えるところが好きです。
地域の方と土佐清水市のPR動画を作ってみたいです。商品開発にも興味があります。
ごみ捨て場まで少し坂になっているので、ごみの量が多いとお年寄りの方には負担
になるだろうと感じました。これからも私たちにできることがあれば協力したいと
思います。

①
②
③
④

興味のあることがたくさんあり、まだ決まっていません。
好きなことを仕事にできるよう頑張りたいと思います。
全てです。目に映る景色のどこを切り取っても綺麗だと思うし、安心して落ち着け
るところが好きです。
清水の自然や清水独自の商品などのPR動画を若者向けに発信できたらいいと思い
ます。
感謝の気持ちを伝えてもらい、やって良かったと思いました。これからも続けてい
きたいと思います。

①

②

③

④

未　定
大岐の浜
ボランティアをやってみたい。何でも受け付けます。
ハードルが高いと思っていたが、思ったよりも簡単にできた。

①
②
③
④

ロボットエンジニア
中央公園・清水小、中、高校
人口増加に向けて何か役立つことをしたい。
嫌々やるか、前向きに取り組むかで、がらっと変わるな、と思いました。
もちろん僕たちは前向きに考えています。

①
②
③
④

未　定
川
もっとボランティア活動をしてみたい。
思っていたより大変だった。

①
②
③
④

ラッパー
素敵な場所はいろいろありますが自宅が一番落ち着きます。
話の場を設けたり、地域の交流に関係することなど
一回しかしていないけど、人の困っていることに対して向き合えるきっかけになっ
たと思った。

①
②
③
④

アイ
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赤い羽根共同募金

赤い羽根の募金活動は、町の人のやさしい気持ちを集める活動です。
あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、

きっと、町を変えていくはじめの一歩となるはずです。
もっと、もっと、良いまちになりますように。

～自分の町を良くするしくみ～　　１０月１日～１２月３１日

あなたの募金は、あなたの町へ。

令和2年度目標額　2，247，000円

今年も10月1日から、共同募金運動が全国一斉に始まります。
ご協力をよろしくお願いします。

集まったお金の約70％は、募金されたその地域で使われます。
（残りの30％は、県内全域の福祉施設や福祉団体等に助成され使われます。）

地域サロン 福祉教育・市民学習 ボランティア支援 イベント開催手話・点字

　土佐清水市民生委員児童委員協議会では、地域で子どもを見守る取り組みを広げていくため、
子ども見守りステッカーを作成しました。
　イラストは、足摺岬小学校の生徒のみなさんに協力していただきました。個性豊かなイラ
ストは、マグネットやラミネート加工して、子どもたちの見守り活動に使用させていただき
ます。
　登下校の挨拶運動や見守り活動など、地域でこのイラストを見かけたら、民生委員児童委
員が活動している証ですので、気軽に声をかけてください。

～足摺岬小学校の皆さんがイラストを提供してくれました～
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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）

地域包括支援センターです！地域包括支援センターです！こんにちは！

　少しずつ過ごしやすい気候になり、外で歩いたり運動したりしやすい時期に
なりましたね。今回は、膝や腰に負担がかかり難く、運動効果もしっかりある
ポールウォーキングを紹介します！

　少しずつ過ごしやすい気候になり、外で歩いたり運動したりしやすい時期に
なりましたね。今回は、膝や腰に負担がかかり難く、運動効果もしっかりある
ポールウォーキングを紹介します！

ポールウォーキングとは、
2本の杖を使って、歩行を補助し、運動効果をより増強します。
運動効果は、通常何も持たずに歩くのと比べて、1.5倍！
歩行を補助するので、膝や腰に痛みがある方にとっても負担を和らげます。

ポールウォーキングとは、
2本の杖を使って、歩行を補助し、運動効果をより増強します。
運動効果は、通常何も持たずに歩くのと比べて、1.5倍！
歩行を補助するので、膝や腰に痛みがある方にとっても負担を和らげます。

　この、ウォーキング用のポー
ル（2本杖）に興味がある方、地
域包括支援センターにお試し
があるので、お気軽にご連絡
ください。
　また、今年度、地域リハビ
リテーション推進事業では、
ウォーキング講習会を希望さ
れた地区で行うようにしてい
ます。その時にもお試しでき
ます。

ポールを強く地面に突くこ
とで腕の上側や肩周りの筋
肉に効く！

ポールを持つことで、背筋
が伸び、お腹や背中の筋肉
に効く！

ポールの推進力で歩幅が大
きくなり、太腿の前側や膝
の筋肉に効く！

ポールの推進力で地面を強
くけるので、太腿の裏側や
ふくらはぎの筋肉に効く！
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　土佐清水市では、高齢化率が50パーセント目前になりました。ひとり暮らしの高齢者や高
齢者世帯が増える中、サービスを必要とする方も多く存在します。元気でいたい、健康でい
たいと誰もが望むものです。それでも、病気で思うように身体が動かなくなった、物忘れが
始まった等の理由で、支援が必要になったりします。
　ゴミ出しや買い物、ちょっとしたお手伝いが困った人の生活を支えることがあります。

　清水高校では、地域に貢献できる人材の育成をめざして様々な活動に取り組んでいます。
「何かできることはないですか」、意見交換の場の発信が、ゴミ出しの「困ったな」を「あ
りがとう」の形に変えてくれました。

　学童保育の子どもたちと一緒に、民生委員児童委員や老人クラブの皆さんの協力のもと、フ
ォトフレーム、風鈴、ペットボトルの車、水鉄砲の作品を作ったり、コマ回し、竹トンボなど
の昔遊び体験を行いました。
　初めての体験でとまどう子供もいましたが、周りに助けて
もらいながら、それぞれが工夫を凝らした作品をたくさん作
っていました。
　皆それぞれに工夫を凝らし、出来上がったものを見せ合い
ながら楽しむ姿も見られ、夏休みの良い思い出の一つになっ
たことでしょう。
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1日

6日

7日

〃

8日

〃

〃

〃

9日

13日

〃

〃

14日

〃

15日

19日

20日

旧浦尻保育園（浦尻すみれ会）

大浜区長場（大浜ぼうず石クラブ）

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）

窪津区長場（窪津ツバキ会）

宗呂上コミュニティセンター（宗呂上さくらんぼ会）

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

三崎地区防災コミュニティセンター（斧積いきいきサロンクラブ）

久百々集会所（久百々いきいきクラブ）

長野公会堂（長野いきいきクラブ）

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

貝ノ川浦区長場（はまゆうクラブ）

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）

以布利旧保育園（以布利じんべいサロン）

市野々公会堂（市野々コスモス会）

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

木

火

水

〃

木

〃

〃

〃

金

火

〃

〃

水

〃

木

月

火

20日

〃

21日

〃

〃

〃

22日

〃

23日

26日

〃

27日

毎週

毎週

毎週

火

〃

水

〃

〃

〃

木

〃

金

月

〃

火

水

水

～10月のいきいきサロン日程表～

旭町　芝岡さん宅（元町みなとサロン）

上野区長場（上野いきいきクラブ）

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）

大津公民館（大津叶崎クラブ）

浜益野公会堂（白浜会）

布旧保育園（布若葉サロン）　モーニング

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）

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）

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）

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）

越連合区長場（越さくら会）

会　場（グループ名）日　時 会　場（グループ名）日　時

火・木

第1・3月

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、状況によっては日程が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

ご案内

午後 1時30分から3時頃10月14日（水）

午後 1時30分から3時頃10月29日（木）

内　　容 日　　時 場　　　所

認知症相談会

清水郵便局午前 10時から11時10月12日（月）

地域包括支援センター午後 1時30分から3時30分10月15日（木）
プラザ・パル

旧松谷内科
（栄町2－22）

午前 10時から11時30分10月22日（木）

内　　容 日　　時 場　　　所

トレーニングジム
新規利用者説明会

認知症ケア専門士でもある渭南病院・看護師の
仮谷沙智さんが相談対応します。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、現在運営自体を中
止している社会福祉センター地下トレーニングジムですが、換気
のできる環境に移転することが決まりました。場所は旧松谷内科
です。感染拡大予防のため、通気のよい開放した場所で行い、消
毒液等の用意をします。
※利用される方が十分に配慮し、自分のため、仲間のためにも感
染予防を徹底して利用するようにしてください。

開放は、令和2年10月1日からです。
利用時間帯の変更がありますので、ご確認ください。

トレーニングジムは、会場を旧松谷内科に変更して再開!トレーニングジムは、会場を旧松谷内科に変更して再開!トレーニングジムは、会場を旧松谷内科に変更して再開!

月

×午後

午前9時30分～
12時まで

× × × ×

火 水 木 金

○ ○ 男性
のみ ○ ○

プラザ・パル

市民文化会館
旧松谷内科 幸歯科P
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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

～松尾いきいきクラブ～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

　小さな頃から大好き、という海を背景に、ステキな表情を見せてくれる許子さん。
　自分のことを「横着もん」と笑いながら話す姿や、自宅から見える海を「ええ眺めやろ」と得
意げに話す姿が印象的です。
　大月町で生まれ育った許子さんは、20代前半の頃に貝ノ川浦に嫁いできたそうです。慣れな
い地域で、戸惑うこともあったそうですが、井戸の水汲みや調理などの炊事、辺りの山へ木こり
に行った話などを笑いながら話してくれました。
　俳句や生け花、お茶、料理など多くの趣味を楽しんできた許子さん。特に俳句は、旦那さんと
いろんな所に出かけて詠んでいたそうです。また、自分の畑で採れた野菜や地元の海産物を使っ
た惣菜を売ったりもしていた、とのこと。
　今、好きなことは何ですか、と尋ねると、「みんなとのおしゃべり!!」と勢いよく答えてくれ
ました。
　許子さん、これからも大好きな海とみんなとのおしゃべりを楽しみながら、元気に過ごしてく
ださいね!!

貝ノ川浦

昭和2年3月20日生まれ93歳です!!

（もとこ）
さん溝渕  許子

　松尾いきいきクラブは、松尾区長場で2か月に1回開催され
ています。
　学生を受け入れたり、皆で元気に体操をしたり内容も工夫し、
ボランティアが陰で支えながらサロンが行われています。いつ
も賑やかなサロンで、区長場の外まで笑い声が聞こえてきます。
　今年は新型コロナウイルスの影響で大変ですが、ボランティ
アの皆さん、これからも宜しくお願いします。
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