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2月号

12/4　下ﾉ加江地区12/4　下ﾉ加江地区 12/8　下川口地区12/8　下川口地区 12/11　市街地地区12/11　市街地地区

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

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、
介護予防の拠点としてサロンが機能していることを皆で共有しました。その後、
ミニ輪投げ大会、ボッチャ体験などを行い、お互いの交流を深めました。

　参加者からは、「他地区のサロンの取り組みを、自分たちのサロンでもや
ってみたい」などの声が寄せられ今後の展開にもつながる良い機会となりました。

　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。
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～清水小学校4年生～

車イス体験講師：ケアハウスひだまり
野村  健  氏・松岡  由美  氏

　認知症高齢者について介護体験を聞き、
どのように接したらよいかを学びました。
車イス体験では講師から注意事項や段差の
上がり方・下り方の説明を受け、全員が乗
る方と押す方両方を体験しました。児童か
らは「声かけが大事なことがわかった」と
の感想が聞かれました。

 ～清水中学校1年生～

 講師：グループホーム百日紅の家
西村  真紅  氏

　講師よりグループホームでの日常の様子
を写真を見ながら聞き、認知症になっても
出来ることはたくさんあること、周りの人
の応援や協力でその人の持っている力を引
き出せること、その人の世界観に合わせ心
に寄り添うことを学びました。生徒からは「笑
顔の写真が多く楽しそう」「思っていた施
設のイメージと違った」「いきいきとして
いる」などの感想が聞かれました。
　高齢者疑似体験ではゴーグルやイヤーマフ、
ゴム手袋を装着し、視覚・聴覚・触覚の違
いを体験しました。感覚の不自由さを知り、
思いやりを持って接することの大切さや、
自分たちに出来ることについて考える時間
となりました。

P3



2月号

土佐清水市権利擁護センター「らいとはうす」土佐清水市権利擁護センター「らいとはうす」

　社会福祉協議会では、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が十分で

ない方が、住み慣れた地域で安心して生活を送るため、生活や財産などの権利を守

るための相談を受けたり、福祉サービスの利用や支払い、手続きなどのお手伝いを

しています。

成年後見制度の利用促進

　高齢者や障がいのある方、その方々を支える家族や関係者を対象に、生活や財産

の管理に関する困りごとについて相談に応じます。相談の内容によって必要な関係

機関と連携し、ご相談者が安心して生活できるように支援します。相談は無料です。

相談・支援相談・支援

日常生活自立支援事業
　「請求書がきたけれど、どうしたらいいか分からない」「計画的にお金を使いたい

けど、いつも迷ってしまう」「福祉サービスを使いたいが、どうしたらいいかわから

ない」など…。

　そんな困りごとを抱えている高齢者や障害のある方などが、安心してその人らし

く自立して日常生活が送れるように、社会福祉協議会がお手伝いする事業です。

　住民の方や地域の福祉活動に従事する方、福祉

サービス関係機関に対して、成年後見制度の理解

を深めていただくための研修会を行います。

普及啓発普及啓発

不安なことや困りごとについてお気軽にご相談下さい。

＜お問い合わせ＞　土佐清水市社会福祉協議会　蕁８２－３５００

　　　　　　　　　土佐清水市寿町11番9号　社会福祉センター内

＜対象者＞

　高齢者や障害者の方など自分一人では判断することが難しい方

＜内　容＞

　福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス

　書類などの保管サービス

＜利用料＞

　相談は無料、サービスは1時間1500円
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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！

不思議です!!いつもながら、あっという間に笑いが増え、パワー充電。
皆さん、明るく朗らかな表情に変わり帰って行きました。

また、とても嬉しいことに、参加者から自然に「認知症家族の会」の会長や副会長を決めよう
という積極的な意見も聞かれました。

　「認知症家族の会」とは、認知症の方を介
護している人たち同士が集い語らう場です。

　感染症対策をし、参加者は皆マスクをつけ、
人との距離を保ちながら、雰囲気はいつも
通り柔らかに集うことができました。

新たに2名の方が参加してくれました。

【今年度の予定】
　日時：令和3年3月26日（金）
　場所：社会福祉センター2階和室
　時間：午後1時30分から3時
　※予定は、変更となる場合があります。参加希望の
　　方は事前にご連絡を頂けるとありがたいです。

今回の会では、

がキーワードになりました。
これを意識すると、家族の精神的な負担はかなり軽減するようです。

認知症高齢者の行動には、「何か意味がある」

　　　　　　　　　だからこそ、「とにかく否定しないこと」
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　昨年11月に、浦尻サロンでバザーを行いました。これは、展開セミナー等で紹介された他
地区の取り組みを参考にして開催されたものです。
　当日は検温や手指消毒など感染症予防にも気を配りながら、いつものサロン参加者以外に
も多くの地域住民が来場され、「久しぶり、元気やった」と声を掛け合う場面も多く見られま
した。売り上げについても予想を超える額となり、それらは活動の自主財源として活かして
いきたいとのことでした。
　多くの方が来場され皆笑顔でバザーを楽しんでいました。好評につき「また季節の節目に
は開催したいね」と準備にあたったボランティアさんも意欲を見せていました。

　筋力の低下や関節疾患がある高齢者にとって、大きなゴミ袋を集積所まで運ぶのは大変な
作業です。また、認知症などの障害になると、ゴミ出しの曜日や時間、分別のルールを覚え
ることも難しくなります。
　ボランティアをお願いしたいと思ったら、お気軽にボランティアセンターまでご相談くだ
さい。

みんな集まれボランティア
　○特にゴミ出しボランティアを募集しています。
　　　汐見町、中央町、元町、浦尻、下川口浦
　　　上記の地区でついでにゴミ出しできる方を募集しています。
　　　詳しくは、土佐清水市ボランティアセンターまでご連絡ください。

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

ゴミ出しなどボランティア依頼したい方の
相談を受け付けています。

ボランティアをしたい方も大募集しています。
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3日

〃

4日

8日

9日

〃

〃

〃

10日

11日

〃

12日

15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）

越連合区長場（越さくら会）

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

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）

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

下川口郷区長場（下川口郷いきいきクラブ）

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

宗呂上コミュニティセンター（宗呂上さくらんぼ会）

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

布福祉センター（れいわスマイルサロン）

市野々公会堂（市野々コスモス会）

長野公会堂（長野いきいきクラブ）

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）

水

〃

木

月

火

〃

〃

〃

水

木

〃

金

月

〃

火

〃

水

〃

17日

〃

18日

20日

〃

22日

〃

23日

25日

〃

26日

〃

毎週

毎週

毎週

浜益野公会堂（白浜会）

大津公会堂（大津叶崎クラブ）

平ノ段区長場（平ノ段松島会）

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

上野区長場（上野いきいきクラブ）

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）

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

布旧保育園（布若葉クラブ）

船場集会所（船場あじさいサロン）

横峯集会所（横峯たちばな会）

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）

市野々公会堂（市野々コスモスクラブ）

水

〃

木

土

〃

月

〃

火

木

〃

金

〃

水

水

～２月のいきいきサロン日程表～
会　場（グループ名）日　時 会　場（グループ名）日　時

火・木

未  定

第 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。

～いきいきサロンの風景～～いきいきサロンの風景～
貝ノ川浦サロン三崎浦サロン

ご案内

午後 1時30分から3時頃2月9日（火）

内　　容 日　　時 場　　　所

認知症相談会
午前 10時から11時30分2月15日（月）

旧松谷内科
（栄町2－22）

プラザ・パル 2階

内　　容 日　　時 場　所
社会福祉センター
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。

日頃お世話になっているサロン会場をみんなで掃除しました。日頃お世話になっているサロン会場をみんなで掃除しました。

プラザ・パル

市民文化会館
旧松谷内科 幸歯科P

※トレーニングジムの説明会に参加希望の方は、地域包括支援センター（蕁83－0233）までご連絡ください。

地域包括支援センター午後 1時30分から3時30分2月15日（月）
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中浜 吉永  　緑
昭和5年8月27日生まれ90歳です！

（みどり）
さん

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

　生まれも育ちも中浜の緑さん、若いころは保健師として活躍され、半島
地区の保育所でも長らく務められていたそうです。
　趣味は舞踊で、地域の敬老会などの行事で踊ったり、施設に慰問して踊
ったりと舞踊で人を楽しませることが喜びでもあるそうです。去年は、コ
ロナで活動を休止していましたが、落ち着いたらまた仲間と一緒に再開し
たいと意欲を見せてくれました。
　普段は地域の喫茶店で、友達とコーヒーを飲みながら話をすることが日
課になっているそうで、人中に出ておしゃべりすることも元気でいる秘訣
の1つと話してくれました。
　また踊り等で活躍されることを楽しみしています。いつまでもお元気で!

感染防止の3つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
　□人との距離は、できるだけ2ｍ（最低1ｍ）空ける。
　□遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
　□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
　□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。
　□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
　□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒の使用も可）
　　※高齢者や持病のあるような重篤化リスクの高い人と会う際には、体調管理を厳重にする。

　新型コロナウイルス感染症についてまだまだ厳しい状況ではありますが、引き続き気
を緩めることなく感染症予防に留意しながら活動していただきますようお願い申し上げ
ます。

1人ひとりの基本的感染対策

　□まめに手洗い・手指消毒　　　□咳エチケットの徹底　　　□こまめに換気
　□身体的距離の確保　　　　　　□「3密」の回避（密集、密接、密閉）
　□毎朝で、体温測定、健康チェック。発熱時又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

日常生活を営む上での基本的生活様式

参考：厚労省ＨＰより
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