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まごころありがとう

Ｒ２・８・１～Ｒ２・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。
【福祉活動に…】
・一般社団法人 カリタス南相馬 様／缶づめ他 120 点
・株式会社 まつもと 様／ランドセル 10 個
・佐藤昌治 様／米 240㎏

無料法律相談の案内
◇日 時 令和２年１１月１３日（金）
◇時 間 １３時３０分～１６時
※予約は、１０月２６日（月）から受け付けます。
予約・問合せ先
志３６－５０３３

はまなす館まつり中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた上での開
催を予定しておりましたが、感染状況等を鑑み３密等
のリスクの排除が困難な為開催中止する事にいたしま
した。
▲株式会社まつもと様

ランドセル差し上げます
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３個、紺系２個、ピンク
系２個（女の子用）、チョコ系
１個（女の子用）（色等でご希
望に添えない場合もあります）。
地域福祉係緯 ３６－５０３３

1

今年度も１０月１日（木）より赤い羽根共同募金運動が開始されます。
赤い羽根共同募金は、子どもたち、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動に役立て
られます。
また、災害時には「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災者支援にも役立ちます。
本年は「やさしさのエールを贈ろう赤い羽根」をスローガンに募金運動を展開していきます。
「赤い羽根共同募金運動」の趣旨にご賛同いただき、本年も変わらぬご支援とご協力を賜りますよ
う、よろしくお願い致します。

そうまの共同募金
こんなことに役立ってます！！
令和元年度にご協力いただきました共同募金は、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
・・・ ５，８４６，２４９円
◎地域福祉活動推進のために
・・・ ５，２８６，２４９円
・無料法律相談所の開設
・権利擁護ほっとネット協力員養成講座の開催
・車椅子同乗軽自動車の貸出
・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
・障がい者等のための声の広報の実施
・行政区地区ふれあい事業
・子育て支援事業
・福祉バスの運行
・社協だよりの発行

行政区ふれあい事業

◎ボランティア活動推進のために
・・・ ５６０，０００円
・ボランティア普及事業協力校の指定
・児童、生徒の福祉体験教室の開催
Ⅱ.

福祉関係団体などの活動支援に
・・・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
・相馬市手をつなぐ親の会 … 35,000円
… 51,000円
・相馬市遺族会
・相馬市民生児童委員協議会… 150,000円

福祉体験教室
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共同募金 って

ナニ？

「赤い羽根は聞くけど、何の募金か分からない。」共同募金について
よく聞かれる意見です。
共同募金とは、「地域福祉のための募金」です。私たちの地域には
行政区長、民生児童委員、ボランティアなど相馬市のために頑張っている方がたくさんいま
す。また、福祉施設やＮＰＯなど福祉に取り組む民間団体の活動によって多くの方の暮らし
が支えられています。
共同募金はそうした活動を財政面で支えると同時に、住民参加による寄付で活動がより推
進される募金運動です。
共同募金は地域のみなさまの大切な気持ちが詰まった大切な募金です。その募金を地域福
祉活動に役立てるため、地域のみなさんと一緒に「共に支え合い、安心して暮らすことがで
きる地域」を目指します。

◎体験教室からのお知らせ
☆日時 １０月１９日（月）、１１月１６日（月）、１２月２１日（月） 午後２時～午後３時
☆場所 総合福祉センター はまなす館
☆参加時のお願い
・来館する際はマスクを着用し、入り口で消毒をしてください。
・体調が悪い時は参加を控えてください。
・動きやすい服装、汗拭きタオル、水分補給の飲み物は各自準備してください。
※新型コロナウイルスの状況によって、予定を変更する場合があります。
（問い合わせ 地域福祉係 ☎３６－５０３３）

新型コロナウイルス感染症について、引き続き一人ひとりの予防が大切になってきます。
これからは少しずつ寒くなってきて、外に出るのが億劫になったり、体を動かす機会が減って
しまう可能性があります。空いた時間を活用しながら体を動かしてみましょう。

〈片足あげ〉

〈座り足踏み〉
姿勢を良く
し、腕を大
きく振る。

目線は前を
見るように
する。

転倒しないよう
に、イスや机を支
えにして行う。

足を上げる時は、
体が曲がらない
ように気をつける。

足を大きく
上げること
を意識する。

少し早めの
スピードで
足踏みする。
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足は、自分の体の
真横に上げる。

上げ下ろしはゆっ
くり行うと効果的。

みんなの居場所【でいじー】活動はじめました！
（就労準備支援事業）
【でいじー】活動とは？
「社会に出ることに不安がある…」「他人とうまくコミュニケー
ションできない…」といった理由で、すぐに職に就くことが難しい方
への居場所です。プログラムにそって一般就労に向けたサポートを行っています。

まずは！
相馬市生活サポート相談センター【でいじー】まで
ご相談ください。問合せ ☎36-2015

食糧支援

フードバンク活動

ご家庭で余っている食品を皆さんに分けていただき、食べ物に困っている人に提供する
活動を行っています。
ご家庭でお裾分けできるものがありましたら、福祉センターまでお持ちください。
お持ち下さるのが困難な場合は、ご連絡いただければ受け取りにも伺います。
皆様のご協力お願いいたします。
ご寄付いただきたい物

・パスタ、素麺などの乾麺
・缶詰、レトルト、インスタント商品
・お茶漬け、ふりかけ
・調味料
・日用品（洗剤・ティッシュ等）
詳しくはお問合せください。
問合せ 生活サポート相談センター

受付できない食品

・開封されているもの
・生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜）
・要冷蔵、要冷凍のもの

☎３６－２０１５

“はまなす館会議室”
をご利用ください
総合福祉センター“はまなす館”では、会議室等を
貸出ししています。
利用人数等の制限がありますので、詳しくは、
問い合わせください。
問合せ

施設管理係

汽３６－１９０５
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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

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）がみつけた！

相馬のお宝ご紹介！！ ＮＯ．１9
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。
感染症対策を講じての活動が少しずつ再開となっていますのでご紹介します。
“チャルメラカー”が坪田高松地区に初停車する
とのことでお邪魔してきました。
町中まで買い物に行くのが難しい方や地域の方
がお買い物されていました。
コロナ禍の中、多くの方が人と会う機会が少な
くなっています。そのような中、買い物のついで
に『久しぶり～、元気だったかい？』と近況報告
をしたり、買い物が終わっても久々の再会に話に
花がさいていました。買い物支援だけでなく、つ
ながりの構築や見守り活動につながっています。
これからもお買い物の日が地域の方の集いの場
になればと思います。

続いての活動は３０年間続く “おしゃべり会”
のみなさんです。
カゴ編みやパッチワーク、編み物など、会員同士
で教えたり教わったりしながら和気あいあいと作
品作りが行われていました。通常であれば、お菓子
やおかずを持ち寄ってゆっくり過ごしているそう
ですが、この時期は自粛しているそうです。
長年続く会だけにチームワークもばっちり！会
が続く秘訣は“みんなでたくさんしゃべること”と
お話していただきました。
不安なく作業できる日まで、感染症対策を講じな
がら、つながりを絶やさないように活動を続けてく
ださいね。
地域にある集まりや活動を社協だよりに掲載し
てみませんか？取材に伺いますのでご連絡をお待
ちしております。
地域福祉係 ☎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

地域福祉係

認知症地域支援推進員からのお知らせ！

「オレンジカフェはまなす館」（認知症カフェ）毎月第２・３水曜・第４火曜 14：00～
オレンジカフェ『第３水曜日』を追加開催します！（基本的に男性参加者限定です）
開催予定日 10/21（水）10/27（火）11/11・18（水）11/24（火）12/9・16（水）
14：00～15：30
※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い参加時は三密を避け、手指消毒・マスクの着用を
お願いしております。（状況により変更又は、中止になる場合もあります）

認知症予防講座その2.「運動する」
生活習慣病予防として、運動は大切です、体を動かすのは、脳が機能しているから。
つまり、運動をすることで、脳を刺激することになるのです。
腰や関節などの運動器に疾患があり痛みや動きに支障があると、生活の幅が狭まり、
認知症になった場合、症状が急に進行してしまうことも多いのです。
運動習慣を身につけ、きちんと栄養を摂って筋肉づくりをする
など体のメンテナンスを行いましょう。
◎問合せ先：地域福祉係 ☎36-5033
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“おたっしゃドリル 秋号”
作成しました！
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの
方が外出を自粛され、人と会う機会が少なくなって
います。自宅で過ごす時間がより有意義に楽しい時
間となるようにと8月に発行しました“おたっしゃ
ドリル”ですが、大変ご好評をいただきました。
秋号を作成しましたので、是非おうち時間に活用い
ただければ幸いです。
ご希望の方はご連絡ください。
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地域福祉係

☎３６－５０３３

お詫びと訂正
※前号のご寄付の掲載で建藤洋悦様の住所が程田となっていましたが正しくは新田になりま
す。お詫びして訂正いたします。
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