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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
３．会
４．対

時
場
象

平成３１年２月５日（火）午前 9 時 30 分〜午後 3 時１0 分
相馬市総合福祉センター（はまなす館）第１会議室
相馬市民
ほっとネット協力員として活動可能な市民
無料
２０ 名程度
※ １月２５日（金）で受付終了とします。
昼食や筆記用具など必要なものは各自準備
ください。
地域福祉係（☎ 36-5033）

５．受講料
６．定 員
７．その他
８．問合先

日程表
◇２月５日（火） ９：３０〜１５：１０
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
容
○あいさつ
○高齢者や障がい者が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
○認知症の正しい理解と接し方
（50 分）
「認知症の理解」
○日常生活自立支援事業について
13：30 〜 14：30 プログラム④
「日常生活自立支援事業の概要」
（60 分）
14：30 〜 14：40（休憩）
14：40 〜 15：10 プログラム⑤
○日常生活自立支援事業における生活支援員の活動
（30 分）
「生活支援員からの活動報告」
閉会
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寒い冬も「骨太けんこう体操」で乗り切っ
ていきましょう！！
友人や仲間たちとお話に華を咲かせて、素
敵な時間を過ごしてみませんか？
「体操を行ってみたい」という方々のとこ
ろには出前講座でお伺いします！！

ランドセルを差し上げます
ご希望の方は住所、名前、連絡先を地域福祉係までご
連絡下さい。後日ご連絡いたします。
黒系２個、ピンク系５個、チョコ系２個（色等でご希望
に添えない場合もあります）。
地域福祉係（☎３６−５０３３）

無料法律相談の案内
◇日 時 平成３１年１月１１日（金）
◇時 間 １３時３０分〜１６時
※予約は、平成３０年１２月１８日（火）
から受け付けます。
予約・問合せ先
☎３６−５０３３
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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

地域支え合い推進員がみつけた！

相馬のお宝ご紹介！！ ＮＯ．８
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、椎木地区で開催された“椎木ふれあいウォーキング”です。
１１月３日（日）
、雲一つない秋晴れ
11 月 3 日（日）
、雲一つない秋晴
のもと
“第４回椎木ふれあいウォーキン
れのもと、
“第４回椎木ふれあいウォー
グ”が行われました。
キング”が行われました。
区長さんより
「健康増進だけでなく、自
区長さんより「健康づくりだけでなく、
分の住んでいる地域を様々な角度から
自分の住んでいる地域を様々な角度か
見つめ、地域の良さを再発見しましょ
ら見つめ、
地域の良さを再発見しましょ
う！」とあいさつの後、いよいよスター
う！」とあいさつの後、いよいよスター
トです。
トです。
コースは 2 キロ、５キロの コースが
コースは
2 キロ、5 キロの 2 コース
あり、 自分の体力に合わせて選択でき
があり、
ます。 自分の体力に合わせて選択でき
各コースのポイントでは青少年健全育
成委員会のみなさんが考えに考え抜いた
ご当地クイズに答えながら、ゴールを目指
します！
「この桜の花が咲くと、種を蒔いても大
丈夫という合図なんだよ」と自然な形で地
域の言い伝えが大人から子どもたちへ引
き継がれます。
ある参加者の方から「地域の行事に参加
することで、顔の見える関係ができてき
た。地域内での会話が増えてきた。
」と話
がありました。子どもから大人まで、様々
な世代が交流できる活動は地域の宝物と
言えます。活動を長く続けることは大変な
ことですが、地域での支え合いの土台とな
ります。

ゴール地点の集会所に戻る
と、地域のお母さんたちによ
る愛情たっぷりの芋煮が振る
舞われました。また、駐在所
のおまわりさんから最近多い
“なりすまし詐欺”について
の講話もありました。
こうした地域の活動を通じ
て子供たちの“郷土愛”を育

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
3

むことにつながっていきます。

～さらなる飛躍を目指します～

こんにちは！

民生委員・児童委員です。

民生委員・児童委員とは？？
民生委員は民生委員法に基づいて厚生労働大臣から任命されます。社会福祉の増進のために、地域住民
の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。平成２９年度には創設から１００周
年を迎えました。また、民生委員・児童委員の中から、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童
委員がいます。
市内には９地区６８名の民生委員・児童委員と１８名の主任児童委員が活動しています。
民生委員・児童委員は高齢者や障がいのある方の福祉に関すること、子育てなどの不安に関する様々な
相談・支援を実施しています。主任児童委員は地域の児童福祉に関する機関との連携を図っています。
高齢者や障がいをお持ちの方への支援が必要なとき、子育てや介護での心配事や困りごとがあるとき
は、お住まいの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員へご相談ください。

お住まいの地域の民生児童委員を知りたい時は
広報そうま 11
広報そう
1 月号をご覧いただくか
下記までお問い
お住まいの地域の民生児童委員を知りたい時は、広報そうま
月号をご覧いただくか、下記までお問い
合わせください。
相馬市民生児童委員協議会 事務局 ☎３６－５０３３まで
4

各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

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 12/25（火）1/9（水）1/2２（火）2/1３（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
☎0244－36－5033
●相馬市地域包括支援センター
☎0244－36－2227
へお気軽にご相談ください。
36

36

4 月～ 11 月末の認知症に関する相談は
２8 件（本人 6 件、嫁 10 件、妻３件、
子４件、兄妹 2 件、包括 2、ケアマネ１件）
ありました。
11/30 現在、初期集中支援チームでは、
3 件の支援活動を行っています。

デイサービスセンター
世代間交流
八幡小学校の４年生１５名が、１１月２２日に世代間交
流学習のため、当デイサービスに来てくれました。歌や踊
りを混えた二宮尊徳の劇やジャンケンゲーム・風船ゲーム
などで交流を深め、皆さんいつも以上の笑顔を見せていま
した。帰り際、デイサービスからのお礼として“利用者の
皆さんが縫ったぞうきん１００枚”と“ペットボトルのキ
ャップ５００個”をプレゼントしました。『また来てほし
い』との声が多く聞かれ、楽しい時間を過ごしました。
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１２
１５

各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

まごころ

ありがとう

【H30.10.1 ～ 11.30】

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。

▲相馬方部ＬＰガス防災協議会のみなさん

▲福島ヤクルト販売㈱代表取締役高橋慎一様
【社協活動資金に…】
・建藤洋悦様
・福島ヤクルト販売㈱代表取締役社長高橋慎一様
・髙村拓男様
【福祉活動に…】
・相馬方部ＬＰガス防災協議会様／住宅用火災報知器
１０台
・匿名希望様／タオル１６枚
・米山商事様／紙おむつ

１２月２９日（土）から１月３日（木）まで休業し、
12（金）
月 29
日（金）から 1 月 3 日（水）まで休業し、
１月４日
午後１時から営業します。
1 月 4 日（木）午後１時から営業します。
ご迷惑をおかけいたします。来年も
はまなすの湯
をご利用ください。
来年も“はまなすの湯”をご利用ください。
（問合先…施設管理係／☎
36-1905）
（問合先…施設管理係／☎36-1905）

彰

営業について

顕

66

“はまなすの湯”の

多年にわたる社会福祉
活動により︑次の方々が
表彰を受けられました︒
ここにお祝いを申し上
げます︒

︹第 回福島県身体障が
い者福祉大会︺
◎自立更生者表彰
・佐藤智英 様︵山上︶
◎更生援護功労者表彰
・佐藤理紀 様︵成田︶
︽順不同︾

年末年始の

受講者募集！ 点訳奉仕員養成講座（初級）
本会では、点字について理解を深め、点訳の技術を学び、視覚障がい者の地域生活を支援する人材
を育成することを目的として点訳奉仕員養成講座を開催します。18
歳以上の市民の方ならどなたで
ることを目的として点訳奉仕員養成講座を開催します。18
歳以上の市民の方ならどなたでも受講できます。
も受講できます。みなさんの参加をお待ちしています。
みなさんの参加をお待ちしています。
●期
間
平成３１年２月５日〜３月２６日の毎週火曜日【全 8 回】
●時● 期間 間１９:平成
００〜２１:
００
30 年 2 月
6 日～3 月 27 日の毎週火曜日【全 8 回】
●場● 時所 間市総合福祉センター（はまなす館）
19:00～21:00
●受●講場料 所テキスト代６４８円は自己負担となります。
市総合福祉センター（はまなす館）
●募集人数
）
● 受 講 料15 名（募集人数が少ない場合は中止になります。
テキスト代 648 円は自己負担となります。
●募集締切
※定員になり次第締め切ります。
● 募集人数平成３１年１月２３日（水）
15 名（募集人数が少ない場合は中止になります。
）
●申込方法
・②住所・③連絡先）地域福祉係へ。
● 募集締切電話またはＦＡＸにて（①氏名【ﾌﾘｶﾞﾅ】
平成 30 年 1 月 24 日（水） ※定員になり次第締め切ります。
●問●合申込方法
先
地域福祉係
担当…野坂（☎
36−5033、FAX36−3109）
電話またはＦＡＸにて（①氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）
・②住所・③連絡先）地域福祉係へ。
本会では、点字について理解を深め、点訳の技術を学び、視覚障がい者の地域生活を支援する人材を育成す

● 問 合 先

地域福祉係

担当…野坂（☎36-5033、FAX36-3109）
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