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三崎小学校

足摺岬小学校

　三崎小学校では、地域の75歳以上の高齢者を対象に、敬老の日に合わせて手作りのハガキを
作成し郵送しています。
　全校児童39人が作成するハガキの数は、およそ500枚！
　「いつまでも長生きしてね」「またデイサービスで一緒に遊びましょう」といった、思いを込
めて敬老のハガキを作りました。
　高学年による絵手紙の作品のようなハガキも、低学年の個性豊かなハガキどちらも思いやりの
心が伝わってきます。
　ハガキが届いた　おじいちゃん、おばあちゃんの笑顔が目に浮かびますね。

　足摺岬小学校では、地域の高齢者を対象に、敬老の
日に合わせてハガキを届けます。地域の女性部の協力
を得て一緒に自宅を訪問し手渡ししています。
　「いつまでも元気でいてね」と思いを込めて、作成し
たハガキを手渡しします。
　3年生以上の15人が、手分けをして足摺岬、松尾地
区のおよそ200人の高齢者に届けました。
　温かなメッセージを添えたハガキを届けて、地域の
高齢者を喜ばせていました。
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　高知弁護士会所属の弁護士3名の方に講師になっていただき、9月11日、19日、20
日と市内3会場で「知って身近な後見制度」と題し、成年後見制度について研修会を
開催しました。

　成年後見制度は、自分だけでなく、家族も周りも守る制度であることや市民後見人として助け

ることができる制度であることを確認し合いました。

　様々な事例をもとに、成年後見制度につ

いて講演していただき、意外と身近な問題

であることや、制度を知って守ることがで

きることなどを学びました。アンケートか

ら「初めて聞いた言葉ですが、周りの人に

も勧めたい」「成年後見制度に関係ないけ

れど、将来のために自分の思いは書いて残

したい」などの意見が出され、元気な時か

ら家族と話し合うことの大切さも確認しあ

いました。

　「成年後見制度」とは認知症や知的障害、精神障害があり判断能力が十分でない方
が住み慣れた地域で安心して生活するための制度の一つです。
　○障害を持っている子どものために今できることは…
　○認知症になった時に備えて…
　○助けてくれる家族が居ない、将来が心配…
　○支払いが沢山あり分からない…　詐欺にあったらどうしよう…　
など、いつかは経験するかもしれません

法テラス中村法律事務所　中村弁護士が成年後見制度について詳しくお話しします！
この機会を逃さずに！皆さん、是非、ご来場ください！　参加費無料！

開催日　令和元年10月20日（日）　　　時　間　13：30～15：30

場　所　社会福祉センター

自分たちのまち！自分たちの力で支え合おう！
　　あなたも市民後見人として活動しませんか？
　　　　　　10/25から市民後見人養成講座開催決定！

自分たちのまち！自分たちの力で支え合おう！
　　あなたも市民後見人として活動しませんか？
　　　　　　10/25から市民後見人養成講座開催決定！

10/20　「成年後見制度研修会」開催！

詳細は広報「しあわせ」9月号をご覧下さい。申し込みが必要です。

土佐清水市社会福祉協議会　蕁82－3500
土佐清水市寿町11番9号　社会福祉センター内

＜お問合せ＞
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令和元年度赤十字救急法基礎講習並びに
赤十字救急法救急員養成講習会への受講者を募集します！

　南海トラフ地震や万が一の事故やケガから命を守り、医師又は救急隊に引き継ぐまでの
正しい知識と応急手当の実技を取得することを目的に、標題の講習会を開催します。ひと
りでも多くの方に、救急法救急員の知識・技術を取得していただき、何かあったときに冷
静に対応ができるよう、皆さまの受講をお待ちしております。

※受講希望の方には、開催要綱、日程表、受講申込書をお送りいたしますので、お問い合
　わせください。

土佐清水市社会福祉協議会

受講申込み・お問い合わせ先

学科、実技（一次救命処置、きず・骨折の手当、搬送等）
全日程を受講し、最終日の試験（学科・実技）に合格した方に、赤十字救急法救急員認定
証（有効期間5年）を交付いたします。

内　容

講　師 赤十字救急法指導員 受講資格 15歳以上の健康な男女

受講料 無料 定　員 40名

〒787-0323 土佐清水市寿町11番9号
社会福祉センター内 TEL：0880-82-3500

※詳しい日程表につきましては、下記までお問い合わせください。

会　場

日　時

土佐清水市立中央公民館　3階　多目的ホール

＊1日目 令和2年2月１日（土）

＜計3日間＞

13時～17時

＊2日目 令和2年2月8日（土） 9時～17時30分

＊3日目 令和2年2月9日（日） 9時～17時30分 平成29年度講習会の様子平成30年度講習会の様子

赤い羽根共同募金

赤い羽根の募金活動は、町の人のやさしい気持ちを集める活動です。
あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、

きっと、町を変えていくはじめの一歩となるはずです。
もっと、もっと、良いまちになりますように。

～自分の町を良くするしくみ～　　１０月１日～１２月３１日

あなたの募金は、あなたの町へ。

令和元年度目標額　2,072,000円

今年も１０月１日から、共同募金運動が全国一斉に始まります。
ご協力をよろしくお願いします。

集まったお金の約７０％は、募金されたその地域で使われます。
（残りの３０％は、県内全域の福祉施設や福祉団体等に助成され使われます。）

地域サロン 福祉教育・市民学習 ボランティア支援 イベント開催手話・点字
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R321蜻竜串

地域包括
支援センター

森林
組合

清　水
警察署

＜相談窓口・お問合せ＞�

土佐清水市地域包括支援センター
〒787ー0332 土佐清水市汐見町1ー19  TEL83ー0233

詳しいお問い合わせは、
下記連絡先までお気軽にどうぞ。

受付時間：月曜日～金曜日　8：30～17：30（祝日を除く）

　土佐清水市では、認知症家族の会を年に4回会開催しています。

認知症の家族の会とは、

　　認知症の方を介護している人たち同士が集い語らう場です。

今回の名言　「女は強くなる」
　　「男は究極に優しくなる」
今回の名言　「女は強くなる」
　　「男は究極に優しくなる」

　8月28日（水）社会福祉センター
で、認知症家族の会を開きました。 
　今回は幡多家族の会や須崎市か
らも世話人の方が参加してくれ、
沢山アドバイスを貰い大いに盛り
上がりました。
　参加者からは「本当に良い会だ
った」と意見が聞かれました。

会の中では、
参加者さんから

素敵な名言が出る
こともあります。

介護をしている中で感じる、
イライラやモヤモヤの気持ちを

はきだしたい

辛い思いをしているのでは、
自分だけなのか、

他の人はどんなふうに介護を
しているのか聞いてみたい

辛い思いをしているのでは、
自分だけなのか、

他の人はどんなふうに介護を
しているのか聞いてみたい
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　学童保育の子どもたちと一緒に、民生委員児童委員や老人クラブの皆さんの協力のもと、万
華鏡、スノードーム、空気銃といった作品作りや、コマ回しなどの昔遊び体験を行いました。
　子どもたちは、初めての体験でとまどう子もいましたが、周りに教えてもらいながら作品作
りに熱中していました。
　皆それぞれに工夫を凝らした作品が完成し、夏休みの良い思い出の一つになったことでしょう。

■お問合せ：24時間テレビ土佐清水実行委員会　土佐清水ショッピングセンタープラザ・パル　蕁82-4601

　8月24日（土）・25（日）の2日間、
プラザパルにおいて24時間テレビチ
ャリティー募金を行い、141,401円
の募金が集まりました。
　当日はたくさんの方々が、イベント
を盛り上げてくれました。ご協力頂い
たみなさま・出演者のみなさま本当に
ありがとございました。
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2日

〃

3日

〃

4日

〃

7日

8日

〃

9日

〃

10日

〃

15日

〃

16日

〃

〃

貝ノ川郷集会所（貝ノ川郷菜の花クラブ）

鳥渕集会所（鳥渕わらびの里クラブ）

旧浦尻保育園（浦尻すみれ会）

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

久百々集会所（久百々いきいきクラブ）

爪白区長場（爪白つわぶき会）

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

大浜コミュニティセンター（大浜ぼうず石クラブ）

権現地区集会所（権現日の出会）

下川口郷区長場（下川口郷いきいきクラブ）

窪津区長場（窪津ツバキ会）

宗呂上コミュニティセンター（宗呂上さくらんぼ会）

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

元町　市街地区長会事務所（元町みなとサロン）

立石集会所(立石いきいきサロン)

社会福祉センター（幸町しあわせサロン）

浜益野公会堂（白浜会）

水

〃

木

〃

金

〃

月

火

〃

水

〃

木

〃

火

〃

水

〃

〃

17日

〃

21日

24日

〃

25日

〃

28日

〃

〃

29日

〃

毎週

毎週

毎週

未  定

第1・3週（月）

以布利旧保育園（以布利じんべいサロン）

平ノ段区長場（平ノ段松島会）

鍵掛公会堂(オレンジクラブ)

布旧保育園（布若葉サロン）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

船場集会所(船場あじさいサロン)

中浜会館（中浜万次郎クラブ）

グリーンハイツ区長場（グリーンハイツいきいきサロンさわやか）

市野々公会堂(市野々コスモス会)

藤ノ川集会所（オガタマ会）

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

長野公会堂（長野いきいきクラブ）

旧旭保育園（旭町いきいきサロン）

養老区長場（養老いきいきクラブ）

旧旭保育園（あさひイキイキサロン）

越連合区長場（越さくら会）

三崎地区防災コミュニティセンター（斧積いきいきクラブ）

木

〃

月

木

〃

金

〃

月

〃

〃

火

〃

火

水

水

日　時 日　時会　場（グループ名） 会　場（グループ名）

※時間・内容・会費は地区によって異なります。急遽変更等になる場合もあります。各サロンへご確認下さい。

昔ながらのわらぞうり作り昔ながらのわらぞうり作り 介護予防の講習を受けました。介護予防の講習を受けました。

船場サロン市野瀬サロン

内　　容 日　　時 場　　　所

社会福祉センター
地下トレーニングジム

地域包括支援センター
認知症相談会

認知症家族の会

午後 1時30分から3時30分

プラザパル　2階

10月15日（火）

午後 1時30分から3時10月10日（木）

午後 1時30分から3時10月23日（水）

午前 10時から11時30分10月17日（木）

社会福祉センター　2階和室午後 1時30分から3時11月27日（水）

内　　容 日　　時 場　　　所

社会福祉センター
地下トレーニングジム
新規利用者説明会

ご案内



こじゃんと達者な  じいやん  ばあやんこじゃんと達者な  じいやん  ばあやん

～サロンを支えてくれる
　　ボランティアの皆さん～
～サロンを支えてくれる
　　ボランティアの皆さん～

～窪津ツバキ会～いきいきサロンボランティア紹介いきいきサロンボランティア紹介

　現在、窪津サロンでは8人のボランティア（当日は1名欠
席）で、毎回、美味しい食事を作ってくれており、参加者
も楽しみに集まっています。
　窪津サロンは、活気があり男性の参加者も多く、大人数
の食事の準備は大変ですが、ボランティアのチームワーク
で頑張っています。
　美味しいご飯を食べながら皆でお喋りを楽しむ憩いの場
になっています。ボランティアの皆さん、これからもよろ
しくお願いします。

竜串

昭和3年5月10日生まれ91歳です！

（さえこ）
さん石原 佐恵子

元気の秘
訣は、

家から外
へ出て

みんなと
遊ぶこと

元気の秘
訣は、

家から外
へ出て

みんなと
遊ぶこと

　ご主人が亡くなり、1人暮らしですが、となりに長女が住ん
でいて安心と佐恵子さん。曾孫が17人いて、敬老の日にはお
菓子などを送ってくれたそうです。
　何かと忙しく、三崎市民センターのクラフト教室で籠編み
をしたり、竜串福祉センターでの3B体操や歌謡体操にも参加
したりしています。用事がなければ、毎朝、8時から10時は、
港にあるゲートボール場へ行って仲間と汗を流しています。
　いつも笑顔が素敵な佐恵子さん、これからも変わらずにお
元気でいてくださいね！

三崎小学校から敬老の日に
葉書が届くので、絵手紙を

書いて返信しようと思っています

三崎小学校から敬老の日に
葉書が届くので、絵手紙を

書いて返信しようと思っています


