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4月号

　令和3年2月に、地域支え合い事業として、認知症研修会ならびに、防災講習会を市内5ヵ所
で開催し、認知症講習会では渭南病院の認知症看護認定看護師　仮谷沙智さんを講師に、防
災講習会では土佐清水市危機管理課　三木和彦課長補佐にそれぞれ講師を務めていただきま
した。
　認知症になっても地域で安心して暮らしていくために必要なこと、災害等の非常事態に備
えるために必要なことの双方に共通するのは地域での支え合いです。
　今後もさまざまな機会を通じ、地域支え合いの輪を広げていけるよう取り組んでいきます。

令和3年度 土佐清水市社会福祉協議会会員募集令和3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。

社協会員とは … 地域福祉の応援団です。

年 会 費

　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）　

◎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＞
　〒787－0323
　　土佐清水市寿町11－9
　　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

  薊82－3500  蕭82－4047
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4月号

　3月2日、3年生が高知県障害者スポーツセンターの2人の職員を講師に迎え、障害者につい
て勉強しました。車椅子ラグビーは、障害者スポーツの中で唯一車椅子同士の衝突が認めら
れるスポーツです。最初は、恐る恐るぶつけていましたが、だんだんと楽しさが分かり夢中
で応援したり、ぶつかっていました！最後は、障害者の思いを聞き「自分にできることは何
だろう？」など我が事として考える良い機会になりました。

　「空気が乾燥する季節になりました。火のも
とには注意してください」

　2月17日、雪のちらつく中、6年生の6人が
足摺岬消防団と一緒に地区内をパトロールし
ました。子供たちは少し緊張した様子でしたが、
終わった後は「楽しかった」と素敵な笑顔で
した。足摺岬地区で約25年程続いている消防
団と小学校の取り組みです。

足摺岬小学校

清水小学校

清水高等学校清水高等学校
　12月18日、2月19日の2日間、2年生を対象に高知県社会福祉協議
会による「家計支援講演会」が行われました。高校を卒業後、社会に
出てからの生活をシミュレーションをし「理想の生活をするためには
いくら必要？」、「理想の生活と初任給との差が数万円！！」、「やりく
りはどうする？」とゲームで楽しみながら金銭管理について学びました。大事にしたい生活、
「水シャワーでいける」「化粧品は必要」など必要な物やお金も違い、十人十色の生活が見えま
した。「理想は新築やけど、そんなこと言ってられない」「車は親に買ってもらおう」など、こ
れから社会に出た後経験するような出来事に、自分たちはどうするのかなど考える貴重な機
会となりました。
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　市民後見人養成のための基礎研修を修了された方を対象に、3月5日と11日に実務実習を行
いました。成年後見センター・リーガルサポート高知の山沖直樹氏を講師に、成年後見人選
任後の役割や、報告書作成などの実務について学びました。
　今後は、日常生活自立支援事業の生活支援員や後見支援員として経験を重ね、市民後見人
として活動につないでいけるよう取り組みを進めて行きます。
　受講されました皆さんお疲れ様でした。

10人の方が市民後見人養成講座の全課程を修了されました！

　土佐清水市民生委員児童委員協議会のオリジナルポ
ロシャツが完成しました。
　イラストは、社協のオリジナルポロシャツに引き続き、
土佐清水市出身の岡崎奈緒さんにお願いしました。
　地域の身近な相談相手として、地域住民との絆や和
を表現したとても素敵なデザインとなっております。
　地域で見かけたらお気軽にお声がけ下さい。
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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！

消防署員対象に権利擁護研修会を開催しました。

高齢者のみなさんが安心して暮らせるために、他機関との連携を進めていきます！！

　土佐清水市高齢者虐待対応マニュアルと現状について、消
防署員のみなさんに聞いていただきました。
　高齢化率約50パーセントの本市では、救急搬送される方も
高齢者が多く、高齢者虐待発見の場面においても、消防署の
みなさんと連携することが必要と感じています。
　自宅での介護が大変になっている家庭、困っていても相談
するところがわからない家庭において、課題が大きくなる前
に必要な支援が入ることが、高齢者虐待を予防することに繋
がります。

寒暖の差が大きいと、体温調節など体調管理が難しいですね。
「寒いと思って、厚着したら途中で熱くなって、汗をかいた」そんなことありませんか？
汗をかいて、体を冷やすと風邪を引いたり、脱水症を引き起こす危険性が高まります。

こんな工夫ができますね
蘆厚手のものを１枚着るのではなく、上着を持ち歩くように気をつけ調節する
蘆活動量が少ない人は喉が渇くことが感じにくくなります。喉が乾かないから飲まないのでは
　なく、水分補給のタイミングを自分で決めると良いです。例えば、歩く前後や掃除・入浴の
　前後など、動き始める前後が良いですね。
蘆天気予報で気候の変化を確認することで、朝の体感だけでなく、1日の気温の変化を把握する

500mlのペットボトルで1日に3本程度の水分はとれるように心がけましょう。
急な気候の変化により体温調節の影響で、多く汗をかいたり、おしっこの量が
増えれば、更に補給する必要があります。

体温調節と脱水予防！体温調節と脱水予防！

1日に身体から出て行く水分量
おしっこ、汗、呼吸、便などから　　１日約2500ml
出て行く水分量と相当の水分を取り込む必要がります！
　食品の中の水分� 約1000ml
　体内で合成される水分� 約300ml
　飲み物で補給する水分� 約1200ml

合計　1日約2500ml
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令和3年1月29日、清水小学校3年生を対象に手話教室を行いました。

　毎年、3年生を対象に手話奉仕員を派遣し聴覚障害について学んでもらっています。今年も、
聴覚に障害を持っている方とのコミュニケーションの方法や簡単な手話の挨拶など学んでも
らいました。とても元気な生徒さん達で積極的に取り組んでくれ、「家に帰って家族に教えち
ゃう」など嬉しい言葉も聞かれました。そして、手話が出来なくても身振り手振りで伝わる
事や伝えたいという気持ちが大事なことを学んでもらえました。これからも、その気持ちを
大事にしてくださいね。

　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
　○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
　　　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。

　○お掃除ボランティアを募集しています。
　　　布、下ノ加江、大岐、窪津、足摺岬、松尾、大浜、中浜、浦尻、市場町、栄町
　　　小江町、汐見町、越前町、中央町、元町、旭町、加久見、三崎、斧積、下川口、宗呂
　　　上記の地区で掃除支援ができる方を募集しています。

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

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。

お掃除好き集まれ！

詳しくはボランティアセンターまでお問合せ下さい。
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1日

〃

5日

7日

〃

8日

13日

〃

〃

〃

14日

〃

15日

〃

〃

〃

20日

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

旧浦尻保育園（浦尻すみれ会）

越連合区長場（越さくら会）

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）

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

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）

旭町　芝岡さん宅（元町みなとサロン）

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）

津呂旧保育園（津呂いきいきクラブ）

窪津区長場（窪津ツバキ会）

平ノ段区長場（平ノ段松島会）

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)

木

〃

月

水

〃

木

火

〃

〃

〃

水

〃

木

〃

〃

〃

火

21日

〃

〃

〃

22日

〃

〃

23日

〃

26日

〃

27日

毎週

毎週

毎週

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）

大津公民館（大津叶崎クラブ）

以布利旧保育園（以布利じんべいサロン）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

旧布保育所（布若葉会）

横峯集会所（横峯たちばな会）

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）

市野々公会堂（市野々コスモスクラブ）

水

〃

〃

〃

木

〃

〃

金

〃

月

〃

火

水

水

～4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
・土

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～
船場サロン越サロン

ご案内
内　　容 日　　時 場　　　所

認知症相談会

昔なつかし、あやとり遊び昔なつかし、あやとり遊び 交通安全に気をつけましょう交通安全に気をつけましょう

地域包括支援センター午後 1時30分から3時30分4月15日（木）

内　　容 日　　時 場　　　所
リハビリ専門職が行う
ウォーキング講習会
（越港周回コース）

土佐清水市
社会福祉センター前
雨天：3階大会議室

午後 1時30分から3時頃4月20日（火）

P7



大岐 江口  徳代
昭和2年2月1日生まれ94歳です！！

（とくよ）
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

～長野いきいきクラブ～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

　「笑顔くださーい」というと少しはにかんでステキな表情を見せてくれる徳代さん。
　自分の体調をハキハキとしっかりした口調で話す姿はどこからどう見ても元気そのもの！
　元気の秘訣は？と聞くと、「散歩！」とのこと。自分の体調を見ながら、愛車とともに、
多い日は1日2回散歩に行くそうです。また、キャベツや白菜などの野菜作りをしたり、「み
んなのとこに行ったらええわ」と、月2回の体操教室や老人クラブの会などに参加したり、
様々なことに取り組んでいるので、周囲のみなさんからも「若い！」と言われているそう
です。
　徳代さん、これからもステキな笑顔とともに元気に過ごしてくださいね!!

　長野のサロンは連絡員を中心にボランティアが協力し、
雅楽やオカリナの演奏会など皆が楽しめるよう工夫し
サロンが行われています。また、とても元気なボラン
ティアさん達は居るだけで場を明るくしてくれており、
参加者の皆さんも元気をもらって帰っています。料理
上手なボランティアさん。今は新型コロナウイルス感
染症の影響で作る事が出来なくなっていますが、また
美味しい食事を楽しみにしています！　明るくて元気
なボランティアの皆さん！これからも宜しくお願いし
ます。

P8




