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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…】
・いわさき音楽教室 歌謡あすなろ会様（新地町）
・建藤洋悦様（新田）
・浅川勝行様（小野）

▲いわさき音楽教室

歌謡あすなろ会

様

日本赤十字社へご寄附

▲東邦エンタプライズ㈱

熱中症にご注意ください
いつでも、どこでも、だれでも熱中症にか
かる危険性はあります。熱中症は、強い日差
しの下で作業をする時だけでなく、体が熱さ
に慣れない梅雨明けの時期にも起こります。
正しい知識を身につけ予防しましょう。
熱中症は脱水症状に気づくことで予防でき
ます。汗をかかなくても脱水症になっている
ことがあるので、こまめな水分補給を心がけ
ましょう。
地域包括支援センター 保健師
☎３６−２２２７
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山下利雄

様

無料法律相談の案内
◇日 時 平成３０年７月６日（金）
◇時 間 １３時３０分〜１６時
※予約は、６月１８日（月）から受け
付けます。
予約・問合せ先 ☎３６−５０３３

地域支え合い推進員がみつけた！

相馬のお宝ご紹介！！ ＮＯ．５
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、地域のみなさんにご紹介していきます。
今回は、大野地区で２０年近くお茶会をしているお宅へお邪魔してきました。
このお茶飲みはご近所さんが集い、
数名でほぼ毎日行われているそうで
す。
今日の話題は…夜ご飯の献立の話
から畑の話、老人クラブや踊りの会の
話など盛りだくさんでした。途中、踊
りの会の衣装は手作りしているとの
ことで、急遽ファッションショーも行
われました。
日常的に行われているお茶会です
が、自然な形での見守り、見守られが
行われており、住民同士の支え合いの
場の土台とも言えます。

週に１回行われている踊りの会
の話を聞き、早速お邪魔すると…。
踊りの前にまずは一服とのことで、
わいわい、がやがやお茶飲みが行わ
れていました。
“これが何よりの楽
しみなんだ”とみなさんお話しされ
ていました。
健康寿命の延伸の一番のポイン
トである社会参加は、自分が楽しい
と思える活動を長～く続けること
です。社会参加をすることが、健康
で生き生きとした生活を送ること
につながります！

５月に集会所の前を通ると、色と
りどりのビオラが咲いていました。
話を聞くと、
お茶会のメンバーで
“畑
仕事の匠”と呼ばれるお母さんが季
節の花を長年植えているそうです。
普段何気なく行っているお茶のみ
やご近所付き合い、活動は地域のお
宝です！このお宝を大切にすること
が住民の方の元気、地域の元気につ
ながります。地域のお宝情報を、地
域支え合い推進員 羽根田までお知
らせください。取材に伺います♪
☎３６－５０３３まで！
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各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

～骨太けんこう体操からのお知らせ～
～骨太けんこう体操からのお知らせ～
◎出前講座を受け付けています！！
本会では、体操に取り組んでみたい、グループを
立ち上げたいという方々へ出前講座を実施してい
ます。
講座では、みなさんのお住まいの地域の公会堂や
集会場などにお伺いして、健康ミニ講話や体操の体
験を行います。
また、継続的に取り組むグループには、器具を用
いた体力測定を行います。みなさんの筋力や体の様
子がどのくらい変化したのかを確認してみましょ
う。
住み慣れた地域でこれからも元気に生活してい
くために、友人や仲間と一緒に「骨太けんこう体操」
に取り組んでみませんか？
詳しいお問い合わせは
☎３６－５０３３まで
地域福祉係（担当…寺島）

◎体験教室のスケジュール
～開催日時～
６月 18 日（月）、7 月 17 日（火）
午後２時～午後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
～準備物～
動きやすい服装、水分補給用の飲み物
※参加費無料、予約不要
汗拭きタオル

相馬市生活復興支援室では、災害公営住宅内で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お茶会のサポート、④行政へのつなぎや情報提供等の活動を行って
おります。
◎中村東部第８区（細田東）の住民が立ち
上げた健康教室「もりもり骨太くらぶ」。
週 1 回住宅内の集会所にて「骨太けんこう
体操」を行いながら健康寿命の延伸とお友
達づくりをわきあいあい楽しんでいます。
問合先…生活復興支援室
☎３６－７８３１

認知症地域支援推進員からのお知らせ！
◎認知症初期集中支援チームが発足しました。
「もしかしたら…認知症？」「どうしたらいいの？」と思ったら、認知症初期集中支援チーム事務局
☎36-5033、又は相馬市地域包括支援センター☎36－2227 まで、お気軽にご相談ください。
◎はまなす館では、
「オレンジカフェ」を毎月第２水曜日と第４火曜日、午後２時から３時半まで開店し
ています。お茶やコーヒー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。
◎認知症を知ろう！「認知症サポーター養成講座」好評開講中！
問い合わせ・申し込みは、「相馬市社会福祉協議会」☎36－5033、又は「市役所生涯学習課」☎37－
2187 まで。
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暮らしの安心をお手伝い

問合せ先…地域福祉係（☎３６－５０３３）

あんしんサポート （日常生活自立支援事業）

はまなすの湯
からの

お知らせ
◎問合せ先

施設管理係

☎０２４４－３６－１９０５

営業時間

午前１０時～午後９時

（毎週金曜日は午後１時からの営業
となります。）
大人：310 円・小人：210 円

※回数券（11 回分・3,100 円）もあります
ので、詳しくは、お問い合わせください。
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各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど
ひとりで抱え込まずに、まずはご相談ください

生活困窮者自立相談支援事業
困っていることを何でも話して
ください。
相談員が聴いて、課題を分析し、
一人ひとりの課題解決に向けて、
そして自立のために一緒に目標に
取り組みます。

◎連絡先…生活サポート相談センター（☎36-2015）

助成情報

支援を希望する行政区は、直接、（公財）世界宗教者平和会議
（ＷＣＲＰ）日本委員会にお問い合わせ願います。

その他の情報 （その時々で最新情報が掲載されています。）
◎福島県社会福祉協議会ホームページ⇒助成金案内
各分野ごとにボランティア団体や福祉施設等を対象とした民間助成金を紹介しています。
◎福島県共同募金会ホームページ⇒助成情報
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各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

サマーボランティアスクール
参加者募集 !!
サマーボランティアスクールは、中学生や高校生等が夏休みの間に、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ことにしました。
夏休みを個人の余暇活動として活用するだけでなく、社会的な分野で汗を流してみませんか？
◎対
象
市内に居住する中学生、高校生、大学生、短大生、専門学校生または、市内の高校、
専門学校に通学する者。
◎申込み・問合せ先
相馬市社会福祉協議会 地域福祉係（☎ 36-5033）
※申込書に必要事項を記入し、6 月 15 日（金）から 29 日（金）までに申し込みください。
◎注意事項
１．7 月 16 日（月・祝）午前 10 時より開校式を行います。開校式では、ボランティアを行う際の注
意事項等を各施設より説明いただきますので、開校式に出席しない場合は申込みを無効にします。
２．希望する活動施設は、基本的に受付順を優先します。
各施設の受入人数が決まっているので、希望者が多い場合は、本会で調整することがあります。
希望に添えないこともあるので、お含みおき願います。
３．市内の中学校並びに高等学校には、案内を送付しております。参加希望者は、はまなす館１階 窓
口より申込書を受け取り、必要事項を記入してはまなす館 1 階窓口へ提出願います。
４．市外の高校に通学している生徒（学生）で参加を希望する方は、本会（総合福祉センター内）へ
来所して申込書等を受け取り、必要事項を記入してはまなす館 1 階窓口へ提出願います。
５．活動日の変更は、余程の理由がないと認める事は出来ません。学校の部活等では変更には応じられ
ないので、申込みの際にはご注意下さい。
６．第１希望で保育園を希望する方は、第 2 ～ 4 希望は保育園以外でお願いします。また、調整の際
に参考とするために、第１希望施設での活動希望理由も記入してください。
※第 1 ～ 4 希望が全て同じ施設にした場合は、活動自体できない事もあります。
７．申込書「保護者の同意欄」は、保護者に記入してもらうこと。
№

活

動

先

1

介護老人保健施設
森の都

２

受入可能日

受入定員

住所・電話番号

準

備

物

午前 9 時 30 分～
柚木字大関 70-1
１日２名
☎ 37 － 2530
午後 3 時 30 分

シューズ（上履き）、
ジャージ、
弁当、筆記用具

介護老人保健施設
７月 31 日～
ベテランズサークル
８月３日

午前 10 時～
午後３時 30 分

１日４名

小泉字高池 319-1
☎ 35-6161

シューズ（上履き）、
ジャージ、
弁当、筆記用具

３

７月 23 日～
相馬市福祉会
８月３日
デイサービスセンター

午前 10 時～
午後４時

１日２名

小泉字高池 718
☎ 36-3348

シューズ（上履き）、
ジャージ、
タオル、弁当、筆記用具

4

共生型福祉施設
どんぐり

７月 30 日～ 午前９時～
８月 17 日 午後４時 30 分

１日 2 名

北小泉字権現前 56-1 シューズ（上履き）、
ジャージ、
☎ 32-1223
弁当、筆記用具
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相馬保育園

７月 23 日～ 午前９時～
７月 27 日 午後２時 30 分

１日４名

中野字寺前 37-2
☎ 35-2570

シューズ（上履き・外履き）、
ジャージ、弁当、帽子、エプ
ロン、筆記用具
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中村報徳保育園

７月 23 日～
８月３日

午前９時～
午後３時 30 分

１日３名

中村字大手先 31
☎ 36-1800

シューズ（上履き）、ジャージ、
ハンカチ、弁当、帽子、エプ
ロン（２枚）、筆記用具
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みなと保育園

７月 23 日～
８月３日

午前９時～
午後３時 30 分

１日４名

尾浜字原 189
☎ 38-8045

シューズ（上履き・外履き）、
ジャージー、弁当、エプロン、
汗拭き用タオル、筆記用具

※注意

７月 24 日～
８月９日

活動時間

１. 「土・日」の活動はありません
２. ２日間連続で活動できる生徒が対象。
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