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まごころありがとう

Ｈ３０・８・１～Ｈ３０・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…】
・しんゆうネットワーク
代表 愛澤弘之様 ２６２，０００円
・山野辺 久 様
・建藤 洋悦 様
・一 市 民 様
・松村 浩安 様
・匿 名 希 望 様
・日光ボランティア市民活動フェスタ
実行委員一同様

▲只野なつき様より寄付金を頂きました。

▲建藤洋悦様
【福祉活動に…】・匿名希望様／タオル１５枚

お知らせ

無料法律相談の案内

１１月９日（金）から１１日（日）まで、設
備修繕のため『はまなすの湯』をお休みします。
ご迷惑をおかけいたします。

◇日 時 平成３０年１１月２日（金）
◇時 間 １３時３０分～１６時
※予約は、１０月１８日（木）から受け付けます。
予約・問合せ先
☎３６－５０３３

問合せ先
施設管理係
☎３６－１９０５
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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。
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。
平成２９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。
Ⅰ．地域福祉、在宅福祉活動に

Ⅱ. 福祉関係団体などの活動支援に

・・・ ６，０８６，８３２円
◎地域福祉活動推進のために
・・・ ５，３６６，８３２円

・・・４２６，０００円
・相馬市老人クラブ連合会 … 95,000 円
・相馬市身体障がい者福祉会 … 95,000 円

・無料法律相談所の開設

・相馬市手をつなぐ親の会 … 35,000 円

・権利擁護ほっとネット協力員養成講座の開催

・相

・車椅子同乗軽自動車の貸出

・相馬市民生児童委員協議会 … 150,000 円

馬

市

遺

族

会 … 51,000 円

・はまなす館まつりの開催
・ひとり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電話の実施

Ⅲ．福祉施設の活動に
・・・ ４，２９０，０００円

・障がい者等のための声の広報の実施

・なごみＣＬＵＢ

・行政区地区ふれあい事業

・ミッキーズハウス

経常費 … 250,000 円

搬送用車両整備事業…1,040,000 円

・子育て支援事業

・ふきのとう苑

・福祉バスの運行
・社協だよりの発行

特殊浴槽整備事業…3,000,000 円

◎ボランティア活動推進のために
・・・ ７２０，０００円
・ボランティア普及事業協力校の指定
・サマーボランティアスクールの開校
・児童、生徒の福祉体験教室の開催

◆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・ボールプール・だるま落とし・昔
の遊び”を企画しました。また、初めてである〔ふれあいコーナー〕ではミニ動物園を開催しイヌやウサギなど
小さい子供たちとたくさんふれあう事が出来ました。〔模擬店コーナー〕では、たこ焼き・焼きそば・チュロス・
玉こん・かき氷・唐揚げ棒・フランクフルト・飲み物・タピオカを販売。

〔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
クスハンドケア！！」、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。

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 ０名と、相馬北部会夫人会の皆様７名、個人ボランティ
ア１０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１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”「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、本会に長年の役員功績いただいた飯土井光毅様、荒川勝洋様、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、永井清美様、医療法人
光麗会様』の寄付功労、福祉事業に協力の若松広美様の表彰、只野会長のあいさつと原保健福祉部長からの祝辞の
あとテープカットを行いました。また、岩子里神楽保存会の皆様による神楽をご披露いただき、会場の皆さんから
大きな拍手をいただきました。

▲表彰（飯土井光毅様）

▲表彰（Active Support 様）

▲テープカット

▲表彰（若松広美様）

▲神楽

〔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、２６演目が発表されました。また、特設
ステージでは、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
、クラップス相馬によるチアダンスの披露、レイ・ナ・ア
ラフラスタジオ＆フラオハナによるフラダンス披露、只野
和子オカリナ教室によるオカリナ演奏が発表され、会場を
大いに盛り上げていただきました。
▲ミッキー先生のダンススクール
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続いては赤木地区で開催された
“納涼祭”です。
このお祭りは昨年度に地域の方か
ら“地区内の人たちと交流する機会が
ない”との声を受け開催され、大好評
だったことから今年も実施すること
になったそうです。
お祭りがあった８月５日は納涼祭
にふさわしい厳しい暑さの中、多くの
地域住民が参加されました。
開会少し前にお邪魔すると、木陰で
涼むお父さん方が横一列に並んでいま
した☺ 朝早くからの準備お疲れ様です。

集会所の中では、区長さんや老
人クラブの会長さん方が汗だくに
なりながら手打ちのそばを打って
いました。1回打ち終わるのに約
４０分かかるそうです！
打ちたてのそばの味は、みなさ
ん最高！とにっこり笑顔。久しぶ
りに顔をあわせる方もおり、あち
こちのテーブルで話に花が咲いて
ました。
外ではお父さん方手作りの台を
使用しての流しそうめんも行われ
ました。時々流れてくるトマトや
ブルーベリーの変わり種に子ども
たちも大喜びです。その他ヨーヨ
ー釣りやかき氷など盛りだくさん
の納涼祭でした。

ご近所や地域のつながりが希薄
化している現在、このような地域の
活動が人と人との輪を広げ、助け合
いの地域づくりの基盤となります。
また、地域の幅広い年代が参加する
ことで、子供たちには自分たちの住
む地域には温かいつながりがある
ということ学ぶことにつながって
いきます！
こうした活動が相馬のあちこち
にあれば、年齢を重ねても住み慣れ
た地域で、ずっと暮らせますね！
地域にある素敵な活動を本会ま
でお知らせください。取材に伺いま
す！
☎３６－５０３３ 羽根田まで
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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．７
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、相馬市婦人会の活動と日立木下赤木地区で開催された納涼祭です！

相馬市婦人会の方が、毎月磯部にある
慰霊碑の清掃活動をしていると聞き、7 月
１０日の活動日にお邪魔してきました。
この活動は平成２７年の 4 月～毎月
１０日を“清掃の日”と決め活動を続け
ているそうです。
お邪魔した日は太陽の光が照り付け
る中、7 名のみなさんが、慰霊碑を磨い
たり、草むしりを行ったりと一生懸命活
動していました。

矢印の先にあるペットボトルの風
車ですが、お供え物をいたずらするカ
ラスやモグラの退治用として会員さ
んのお友達が設置してくれたそうで
す。この風車の効果は抜群だそうで
す。
作業が終わると、お花を手向け、み
なさんでお経を唱えます。続けて定例
会が開催されました。キンキンに冷え
たキュウリの塩漬けで塩分補給をし
ながら、親睦旅行の日程や今後の活動
など、
“わいわい、がやがや”盛り上
がっていました！

この活動は“できる人が、できる
時に、無理せず長く続けていきたい”
と高野会長がお話ししてくださいま
した。これこそが、人生を健康寿命
で全うできる１つ目のポイントであ
る社会性のある活動に参加する！で
す。ちなみに２つ目は身体をよく動
かす！３つ目は肉料理を食べる！こ
とです。
社会性のある活動は、無理なく楽
しく参加することが大切です♪
相馬市婦人会では会員を随時募集
しています。詳しいお問い合わせは
当会までご連絡ください。
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～骨太けんこう体操からのお知らせ～

◎ 体験教室の日程
☆開催日時
１０月１５日（月）１１月１９ 日（月）
１２月１７日（月）
午後２時～３時３０分
☆会場
総合福祉センター（はまなす館）
☆準備物
動きやすい服装、水分補給用の飲み物
汗拭きタオル
※ 予約不要

みなさんが元気に生活するための大切なポイ
ントは、
「定期的に体を動かすこと」、そして「楽しく
お喋りをすること」です！！
体操が終わってから、茶話会をしているところ
もあります。
「はまなす館までは遠くて行けないな～」、
「自
分の家から近いところならできるかも…」、と
いう方には、出前講座でお伺いします！！
お問い合わせは…
☎３６－５０３３ 寺島まで

近くの集会所や公民館を利用して、みなさんも
体操に取り組んでみませんか？
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問い合わせ先

生活復興支援室 ３６－７８３１
各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

相馬市生活復興支援室では
災害公営住宅内で下記活動を行っております。
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など
中村東部第８区（細田東）
地区のお茶会〈あじさい会〉に村井流踊りの会の
方々が参加され、披露していただきました。民謡・
相馬二編返しが流れると皆さんの手が動き出し、
「若い頃、集会所で踊ったよなぁ～」と懐かしい話
に花が咲きました。

中村東部第 8 区（細田東）サロン活動の様子

問い合わせ先

生活復興支援室

汽３６－７８３１

認知症に関する情報交換や、交流を目的に
「オレンジカフェはまなす館」を毎月第２水曜日
と第４火曜日に開催しています。
開催予定日
10/23（火）11/14（水）
11/27（火）12/12（水）
午後２時から３時半まで好評開催中。

認知症初期集中支援チーム事務局より
「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
☎0244－36－5033
相馬市地域包括支援センター
☎0244－36－2227 まで
お気軽にご相談ください。
4 月～8 月の認知症に関する相談は
1９件（本人５件、嫁９件、妻 2 件、
娘 ３ 件、兄妹２件、ケアマネ１件）
ありました。

「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、豊か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２３日から８月１０日まで、約５０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、介護
老人保健施設森の都、相馬市福祉会デイサービスセンター、共生
型福祉施設どんぐり、相馬保育園、中村報徳保育園、みなと保育
園）に分かれ、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、「貴重な経験になった」、「教科書
に載っていないことを学べた」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。
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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

中学校で
「福祉体験教室」
市内２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（６／２８、２９）では、認知症サポー
ター養成講座、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”半身麻痺の方の着替
えを学ぶ“介護体験”を本会職員が指導。
また、磯部中学校（９／１１）では、高齢者疑似体験、
車いす体験を行いました。
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。

▲中村第二中学校

▲中村第二中学校

▲磯部中学校

▲磯部中学校

《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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