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市民講座

「権利擁護・ほっとネット協力員養成講座」参加者募集！
１．目

的

今日の地域社会を取り巻く環境や家族の形態も大きく変化し、高齢や障がいだけでなく、
生活困窮に関する相談など複合的な課題を抱える世帯が増えています。
高齢者や障がい者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けることができるよう、多様化する
生活課題・福祉課題に即応した地域での見守り機能の向上を図ることが、重要となってきます。
そこで、権利擁護の視点をもった地域住民を養成することを目的に、市民講座を開催いた
します。

２．日

時

平成 29 年 11 月 16 日（木）午前 9 時 30 分～午後 3 時 40 分

３．会

場

相馬市総合福祉センター（はまなす館）第 2 会議室

４．対

象

相馬市民
ほっとネット協力員として活動可能な市民

５．受講料

無料

６．定

20 名程度

員

地域福祉係（志３６－５０３３）

７．問合先

日程表

◇

11月6日（月）で受付終了とします。

11 月 16 日（木） ９：３０～１５：４０
日

時

科

目

9：30 ～ 10：10 プ ロ グ ラ ム ①
（40 分）
「地域包括ケアシステム」
10：20 ～ 11：50 プログラム②
（90 分）
「権利擁護とは」

内
○あいさつ
○住み慣れた地域で生活するために

○成年後見制度の概要
○権利擁護人材育成（市民後見人等）の必要性と役割
○地域で生じている課題と法的視点

11：50 ～ 12：40 （昼食・休憩）
12：40 ～ 13：30 プログラム③
（50 分）
「認知症の理解」

○認知症の正しい理解と接し方

13：30 ～ 14：30 プログラム④
（60 分）
「日常生活自立支援事業の概要」

○日常生活自立支援事業について

14：30 ～ 14：40 （休憩）
14：40 ～ 15：40 プログラム⑤
（60 分）
「障がい特性の理解と対応」
閉会

1

容

○障がい者総合支援法
○知的障がい、大人の発達支援など

赤い羽根共同募金は、
じぶんの町を良くするしくみ。
・・・ 平成２９年度も赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします ・・・
10 月 1 日から全国一斉に始まりました「赤い羽根共同募金運動」は、昭和 22 年より始まり皆様から
の永きにわたるご支援に支えられ、今年で 70 周年の節目の年を迎えます。
共同募金運動は「じぶんの町を良くするしくみ」として、皆様からお寄せいただいた善意の寄付金を福
祉施設や NPO、ボランティア団体、大規模災害が生じた時のボランティアセンター開設・運営、地域コ
ミュニティづくりなどに役立てることで、
「地域福祉の推進」に務めております。
ボランティアや福祉活動団体に対する支
援の輪を広げながら、共同募金運動を展開
して参りますので、多くの皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。
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募金は、みんなの幸せづくりのために役立てられています。
共同募金は、みんなの幸せづくりのために役立てられています。
２８年度にご協力いただきました募金は、このように活用されています。
平成２８年度にご協力いただきました募金は、このように活用されています。

福祉、在宅福祉活動に
Ⅱ．福祉関係団体などの活動支援に
Ⅱ．福祉関係団体などの活動支援に
Ⅰ．地域福祉、在宅福祉活動に
・・・
５，５９８，３６３円
・・・ ７２６，０００円
・・・… ７２６，０００円
祉活動推進のために ・・・ ５，５９８，３６３円
・相馬市老人クラブ連合会
95,000 円
・相馬市老人クラブ連合会…… 95,000
95,000 円円
◎地域福祉活動推進のために
４，７７８，３６３円
・・・
・相馬市身体障がい者福祉会
・・・ ４，７７８，３６３円
・相馬市身体障がい者福祉会
… 95,000
律相談所の開設
・相馬市手をつなぐ親の会
… 35,000
円 円
・無料法律相談所の開設
・相馬市手をつなぐ親の会
護ほっとネット協力員養成講座の開催
・相馬市遺族会
… 51,000 円… 35,000 円
・権利擁護ほっとネット協力員養成講座の開催・相馬市区長会
・相馬市遺族会
… 51,000
同乗軽自動車の貸出
… 300,000
円円
・車椅子同乗軽自動車の貸出
・相馬市区長会 … 300,000 円
す館まつりの開催
・相馬市民生児童委員協議会
… 150,000 円
・はまなす館まつりの開催
・相馬市民生児童委員協議会 … 150,000 円
暮らし高齢者ふれあい会食会の開催
・ひとり暮らし高齢者ふれあい会食会の開催
Ⅲ．福祉施設の活動に
暮らし高齢者ふれあい電話の実施
Ⅲ．福祉施設の活動に
・ひとり暮らし高齢者ふれあい電話の実施
・・・ ３，２５０，０００円
者等のための声の広報の実施
・・・ ３，２５０，０００円
・障がい者等のための声の広報の実施
・なごみＣＬＵＢ
経常費 … 250,000 円
地区ふれあい事業
・なごみＣＬＵＢ
経常費 … 250,000 円
・行政区地区ふれあい事業
・ゆうゆうクラブ
支援事業
・ゆうゆうクラブ
・子育て支援事業
園庭用屋根整備事業 … 3,000,000 円
スの運行
園庭用屋根整備事業 … 3,000,000 円
・福祉バスの運行
よりの発行
・社協だよりの発行
ティア活動推進のために
◎ボランティア活動推進のために
・・・ ８１０，０００円
・・・ ８１０，０００円
ティア普及事業協力校の指定
・ボランティア普及事業協力校の指定
ボランティアスクールの開校
・サマーボランティアスクールの開校
生徒の福祉体験教室の開催
・児童、生徒の福祉体験教室の開催
護事業のために
◎災害援護事業のために
・・・ １０，０００円
・・・ １０，０００円
・住宅全焼や水害に対するお見舞いなど
焼や水害に対するお見舞いなど

◆福島県共同募金会が行う「地域課題解決型募金」とは。
〔概要〕

〔内容〕
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平成 28 年度から、全国の共同募金会が協調して、共同募金運動の期間を３か月延長して「10
月から３月まで」とし、前半の３か月は従来の戸別募金を核とした活動に、後半の３か月はテー
マ型等新たな募金活動に取り組むこととなったため、福島県共同募金会は、新たな募金活動と
して、１月から３月までの３か月、地域課題解決型募金を実施します。
これまでの共同募金は、地域福祉の推進を図るため、寄付者が募金を配分する団体や事業を指
定せずに寄付を行い、共同募金会が計画に基づき配分を行うものでした。新たに行う地域課題
解決型募金は、特定の地域福祉課題を解決するため、寄付者が募金を配分する団体と事業を指
定して寄付を行い、共同募金会がその団体に配分を行うものです。エントリー団体は、自ら募
金活動を行うことにより、共同募金の仕組みを活用して県民の皆さんに課題解決への協力を訴
えることができます。

今年は『楽しく』を意識し、特に〔遊びのコーナー〕に力を入れました。壁や上空にも子供が喜びそうな飾り
付けをし、更に無料や定額（50 円）で出来るもの“バルーンアート・工作・水ヨーヨー・スーパーボール・くじ・
ボールプール・巨大シャボン玉・ストラックボード・だるま落とし・ふりふりゲーム”を多く企画しました。〔模
擬店コーナー〕では、時間と手間のかかるたこ焼きを復活させ、他に焼きそば・チュロス・玉こん・かき氷・ポッ
プコーン・飲み物を販売。

〔外部協力団体コーナー〕では、福島県看護協会による「まちの保健室」や福島県介護福祉士会による「体験！
リラックスフットケア！！」、相馬広域こころのケアセンターなごみによる「ゲームコーナー」、人工透析家族の
会によるＰＲ活動も行いました。その他、相馬高校の茶華道部による『呈茶席“至誠”』。華道部生徒が制作した
生け花と茶道部生徒の「御手前」を見ならが、参加者はお抹茶を頂き、忙しい会場の中でも一角だけゆっくりと
した時間が流れていました。

子供から高齢者、障がいのある人もない人も気軽に集まり、交流を通じて互いに理解し、そして楽しめるよう
にと開催したところ、本当に多くの方々にご来場いただき誠にありがとうございました。
また、ボランティアとして相馬看護専門学校の学生 1 名と、個人ボランティア 5 名のご協力を頂き、そして、
今年も多くの団体の皆さんのご協力を賜り、盛会のうちに終了することができました。心より感謝申し上げます。
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９月２日（土）、相馬市総合福祉センター（はまなす館）を会場に、“社協感謝の集い”並びに“はまなす館オー
プン 20 周年記念”「はまなす館まつり」を行いました。日頃、福祉活動の拠点として「はまなす館」を利用いた
だいている市民の皆さんに、楽しく交流する場を提供するための開催です。
開会式では、本会に多額（法人 20 万円以上、個人 10 万円以上）のご寄付をいただいた『トーヨー不動産㈱様、
一般社団法人 Active Support 様、柴田千秋様、永井清美様、渡邉満洲様・利子様、三ツ石久美子様』の寄付功労と
職員功労表彰、只野会長のあいさつと立谷市長からの祝辞のあとテープカットを行いました。また、はまなす館オー
プン 20 周年記念して、くじによる祝餅の贈呈のほか、職員が数か月前から練習してきた“よさこい”を披露した
ところ、会場の皆さんから大きな拍手をいただきました。

▲表彰（トーヨー不動産㈱様）

▲表彰（Active Support 様）

▲祝餅

▲表彰（渡邉満洲様・利子様）

▲職員による “ よさこい ”

〔発表コーナー〕では、老人クラブの皆さんによる芸能交流会が行われ、25 演目が発表されました。また、特
設ステージでは、只野和子オカリナ教室によるオカリナ演奏、クラップス相馬によるチアダンスの披露、ミッキー
先生のダンススクールによるヒップホップダンスの披露、手話サークルによる手話歌の披露、天真 馬陵玄武 煌
（きらめき）によるよさこいが発表され、会場を大いに盛り上げていただきました。

▲芸能
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▲オカリナ

▲馬陵玄武

煌

『骨太けんこう体操体験教室のおしらせ』
『骨太健康体操教室』
のお知らせ
☆骨太けんこう体操とは？
健康寿命（元気に自立して過ごせる時間）の延伸を目的として作成した体操です。
DVD を見ながら、ゆっくり手足を動かす運動です。
継続することで足腰の筋力が向上し、より健康的な体をつくります。そして、地域の仲間と一緒に参加
することで、いきいきとした生活を送ることができます！！

☆骨太けんこう体操体験教室は…
◎日時：１０月１６日（月）
毎月第３月曜日に行います
１１月２０日（月）
※第３月曜日が祝日の場合は
１２月１８日（月）
翌日になります！！
午後２時～３時３０分
◎場所 ： 総合福祉センター（はまなす館）多目的ホール等
◎準備するもの ： 運動がしやすい服装、水分補給のための飲み物、汗拭きタオル

☆また、１０月には出張版の体験会を実施いたします。
《飯豊公民館》 平成２９年１０月２３日（月） 午前１０時～午前１１時
《玉野公民館》 平成２９年１０月２７日（金） 午前１０時～午前１１時
《東部公民館》 平成２９年１０月３１日（火） 午前１０時～午前１１時
公民館で参加したいという方は…
地域福祉係（担当…寺島） ☎３６－５０３３までお問い合わせください。

◆認知症地域支援推進員（地域福祉係）からのお知らせ！
はまなす館では、毎月第４火曜日

午後２時から３時半まで「オレンジカフェ」を開店し、珈

琲や紅茶、お菓子を楽しみながらリラックスした雰囲気の中で、認知症に関する情報交換や四方
山話に花を咲かせています。参加費無料、認知症に関心のある方なら、どなたでも参加できます。
ボランティアや、見学だけでも歓迎していますよ。
◎今年の開店日：１０月２４日、１１月２８日、１２月２６日です。

◆認知症を知ろう！（認知症サポーター養成講座）好評開講中。
認知症について正しい知識を持ち、助け合うことができれば、認知症の
方も家族も安心して地域で暮らすことができます。そのような地域を育て
るための講座です。
◎お問合せ・申し込みは、「相馬市社会福祉協議会」又は、
「市役所生涯学習課」まで。
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地域支え合い推進員がみつけた！

相馬のお宝ご紹介！！

ＮＯ．１

相馬のお宝ご紹介では、地域にある様々な支え合いや活動を、少しずつ地域のみなさ
んにご紹介していきます。
「こんな活動しているよ～」「私たちの活動を紹介して！」などなど地域にあるお宝情
報を、地域支え合い推進員 羽根田までお知らせください。
今回ご紹介するのは、中村中部地区にある“刈敷田南公園（通称骨太公園）”で活動し
ている「もりもり骨太クラブ」のみなさんです。

きっかけは…

時にはこんなことも…

平成２８年度に半年間の予定で実施した
「もりもり骨太教室」でした。参加者より
「ひとりで運動するのは大変だけど、仲間
と一緒にやれば続けられる。何よりみんな
と会えるのが楽しい。この会を続けよう！」
と平成２９年４月にもりもり骨太クラブが
立ち上がりました。
現在、毎週火・金曜日の週２回骨太公園
で運動をしています。

参加者のおひとりが「自分たちが毎
回お世話になってる公園だから草むし
りでもすっぺ～」と声をかけ、運動が
始まる前にみんなで清掃活動を行って
いました。
きれいになった公園で気持ちよく運
動できますね！

趣味活動や地域の活動は…
公園での運動の後は…
集会所に場所を移動して「骨太けんこう
体操」を行います。お手製の体操マニュア
ルをみながら、リーダーさんが先導します。
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ゆるやかな「見守り」、社会参加す
ることは自身の健康維持「介護予防」
につながっています！
休みの日が続いている方がいると、
自宅に様子を見に行ったり、電話をか
けあったりとみなさん支え合いながら
活動されています。
「もりもり骨太クラブ」では一緒に
運動する仲間を募集中です。興味のあ
る方は火・金曜日の午前１０時～骨太
公園にて活動していますので、是非ご
参加くださいね。

■中学校で「福祉体験教室」
市内３つの中学校からの要請により、福祉体験教室を行いました。
中村第二中学校（6/29）と磯部中学校（9/12）では、高齢者の身体は
年齢と共にどう変化していくのかを知る “ 高齢者疑似体験 ”、車いす利用
者の気持ちや使い方を学ぶ “ 車いす体験 ” を本会職員が指導。
また、中村第一中学校（9/14、15）では、高齢者疑似体験のほかに、ベッ
ドに寝ている人の移動や食事する “ 介護体験 ” と「手話サークルでんでん
虫」が “ 手話教室 ”、「点訳サークルてんとうむし」が “ 点字教室 ” を行い
ました。
各学校・各体験でそれぞれ様々な感想がありましたが、どんな時にどん
な行動をとればいいか考えるきっかけになったようです。

▲磯部中学校

▲中村第一中学校

▲中村第二中学校

▲中村第一中学校

◎皆様に支えられて、日赤は創立 140 周年を迎えました
日本赤十字社は、本年５月８日で創立 140 周年を迎えました。日頃から活動資金をお寄せいただく社員・国
民の皆さま、奉仕団やボランティアとしてご協力いただく皆さま一人一人に心より感謝申しあげます。
日赤の誕生を紐解くと、その始まりは明治維新後の最大・最後の士族反乱「西南戦争」（明治 10 年）にまで
さかのぼります。昨年の熊本地震で被災した熊本城での攻防や田原坂の戦いなど、激しい戦闘で死傷者が続出。
これらの負傷者救護を敵味方なく行うため、元老院議官の佐野常民らを中心に設立されたのが日赤の前身「博
愛社」でした。同年５月１日に征討総督の許可が下りたことから、日赤はこの日を創立記念日としています。
現在、赤十字のネットワークは世界 190 カ国に広がり、紛争や災害、感染症の拡大などの人道危機に対して、
さまざまな支援を実施しています。その一員として日赤も、災害時の緊急救援や復興支援はもちろん、紛争地
の医療支援要員として医師・看護師らの派遣などを行っています。しかし、長期化する紛争や気候変動に伴う
自然災害の増加など、人道支援ニーズは年々拡大。赤十字として、どう立ち向かっていくのかが、大きな課題
となっています。
「苦しんでいる人を救いたい」――この使命を世界で果たすため、今できることは何でしょうか。将来果た
すべき役割のため、今どんな準備が必要なのでしょうか。140 周年の節目を機に、現在と未来を見据えた日赤
のあるべき姿に向けて、私たちは進んでいきます。
（日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp ／赤十字 NEWS ／
Vol.920 より抜粋）
◆日本赤十字社では、創立 140 周年を記念して 5 月
25 日に開催した『全国赤十字大会』において、赤十
字事業の進展に功績があったとのことで、日本赤十
字社相馬市地区が表彰され、日本赤十字社福島県支
部（篠木敏明事務局長）より、９月 25 日に伝達され
ました。
本地区を代表して、只野裕一副地区長が受け取り
ました。
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■「サマーボランティアスクール」
本会では、市内の福祉施設等のご理解とご協力を得て、毎年「サマーボランティアスクール」を開催しています。
サマーボランティアスクールは、中学生や高校生などが夏休みの間に、福祉活動を体験することにより、自分達
が住む地域社会の問題や福祉の現状を理解すること、自分自身の生き方
を考え、豊な心を育むことを目的として実施するものです。
今年は、７月２４日から８月１０日まで、１００名の学生・生徒が、
市内７施設（介護老人保健施設ベテランズサークル、特別養護老人ホー
ム相馬ホーム、相馬市デイサービスセンター、児童発達支援・放課後等
デイサービスゆうゆうクラブ、相馬保育園、中村報徳保育園、みなと保
育園）に分かれて、１人２日間の“ボランティア活動”を行いました。
参加した学生・生徒からは、「あいさつやコミュニケーションがとても
大事」、「福祉の仕事をもっと知りたい」などの感想がありました。
受け入れて頂きました各施設の皆さん、ご多忙のところ丁寧にご指導
いただき、誠にありがとうございました。関係者には、文集にてお届け
いたします。

■「交通安全教室」
相馬警察署交通課からの要望により、相馬市老人クラブ連合会は、9 月 27 日（水）総合福祉センター（はま
なす館）において、福島県で初めて導入されたシステム『Ｈｏｎｄａ動画ＫＹＴ』を利用しての交通安全教室を
開催し、市内各地区から参集した 34 クラブの会長らが受講しました。
講師には、福島県警察本部より 2 名の署員が来所。教室では、Ｈｏｎｄａが開発した『Ｈｏｎｄａ動画ＫＹ
Ｔシステム』（交通状況を動画で見ながら、危険感受性を高める新タイプの危険予測教育機器）を使用。プロジェ
クターとステレオ音響を用いることで、臨場感ある環境で 20 名までの集合教育ができるもので、市街地や高速
道路、気候（雨、雪）の各種交通状況が選択でき、実際の運転に近いコンピューターグラフィックス動画映像を
見ながら、瞬時の認知・判断を伴う研修。
各単位クラブ会長らは、危険を予測したポイントで専用のボタンを押し、その記録をもとにその後、多角的な
視点から危険状況を確認しました。

まごころありがとう
Ｈ２９・８・１～９・３０
民間社会福祉活動の充実のために役立ててください。…と、
次の方々から心温まる “ まごころ ” が寄せられました。
この寄付金は、本会が行う住民主体の福祉活動の貴重な財
源として、有効に活用させていただきます。
【社協活動資金に…】
・医療法人光麗会
介護老人保健施設森の都 様（柚木）
・浅川勝行 様（小野）
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「声の広報事業」

「ふれあい電話訪問事業」

声でお届けする“広報そうま”
社会福祉協議会では、目の不自由な方にも市政の動
きを知っていただくため、「広報そうま」をテープに
録音し、お届けする事業を行っています。
“広報紙の文字が読みづらくなった”、“見えないの
で誰かが読んでくれると助かる”という方が周りにい
る時は、この事業を教えてください。そして、テープ
を聞いてみたいという場合は、本会へ問い合わせくだ
さい。代理の電話でも可。
◎問合先…地域福祉係 志３６－５０３３

ボランティアさんがお電話します。
月に２回（第２・４月曜日）、ボランティア（相馬
市赤十字奉仕団）さんがお電話します。一人暮らし高
齢者の方が対象で、
“最近話しをすることが少なくなっ
た”“何かあったとき気づいてほしい”“不安なこと”
などを聴いてほしい方がおりましたら、本会へ問い合
わせください。
◎問合先…地域福祉係 志３６－５０３３

生活復興ボランティアセンター

８～９月のサロンの様子

▲中村中部９区作品づくり

◀中村東部２区
スカットボール

相馬市生活復興ボランティアセンターでは
① 訪問による見守りや生活上の困りごと相談
② 各種福祉サービス利用等のお手伝い
③ お茶会・お出かけ会での友達づくり
④ 行政へのつなぎや情報提供
などを行っています。みなさまの疑問やその他 ▲中村東部６区折り紙作成
の相談にも対応します！ お気軽にご相談くだ
さい。
なお、各地区では他にも様々なサロンが行わ
れています。興味のある方は是非問い合わせく
ださい。
◎問合先…生活復興ボランティアセンター
志３６－７８３１

▲中村東部８区じゃんけんゲーム

《はまなす館》をご利用ください！
はまなす館では、会議室を貸出ししています。
少人数での打合せから講演会まで、幅広く利用可能です。どうぞ、ご利用ください。
詳しくは問い合わせください。
区

使用時間及び利用料
午前９時から 午後１時から 午前９時から 午後６時から 午前９時から
正 午 ま で 午後５時まで 午後５時まで 午後９時まで 午後９時まで

分

多目的ホール

９，５３０円 １２，７００円 ２５，４１０円

９，５３０円 ３８，１２０円

第 １ 会 議 室

１，０５０円

１，３９０円

２，７８０円

１，０５０円

４，２００円

第 ２ 会 議 室

１，０５０円

１，３９０円

２，７８０円

１，０５０円

４，２００円

第 ３ 会 議 室

１，６７０円

２，２３０円

４，４５０円

１，６７０円

６，６６０円

１，０５０円

１，３９０円

２，７８０円

１，０５０円

４，２００円

２，２７０円

３，０３０円

６，０５０円

２，２７０円

９，０８０円

１，２３０円

１，６４０円

３，２８０円

１，２３０円

４，９２０円

会 議 室・
ボランティア
教 養 娯 楽 室
実

習

室

※冷暖房使用時は、利用料の２割の額を加算します。
※キャンセル料は、申請日より利用料の２０％かかります。
また、利用日から５日以内は全額となります。

問合せ先

施設管理係 志 ３６－１９０５
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