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手をつなごう　助け合える　町づくり 下川口小学校　4年　井本　成海さん

第51回土佐清水市社会福祉大会

（がんばったで賞　テーマ「夢」）

努力して　仲間とつかむ　金メダル 清水小学校　5年　福島　　司さん

ぼくのゆめ　かんせいかんに　なりたいな 清水小学校　4年　今西　絢奏さん
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　地域の誰もが安心して、住み慣れた場所で生活していくために、助け合い・支え合いの地域づ
くりへの取り組みが求められています。土佐清水市内の生活支援や介護予防に関する住民主体の
取り組み事例として下記の4地区を紹介し、取り組みに携わる方に活動に至った経緯やその中で
感じている思いなどを話していただく研修会を下記日程にて開催します。

どなたも参加可能なので、みなさんお誘い合わせの上、ご参加ください！
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～生活福祉資金貸付制度～
　この制度は、他の融資制度や給付制度を利用できない低所得世帯や障害を持つ方のいる世帯等を
対象に必要な資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立や生活意欲を高め、安定
した生活を送れるようにするための国の制度です。

◆世帯全員の就労、就学、疾病、収入、負債状況等詳しくお伺いします。
◆貸付にあたっては世帯員全員の了承が必要です。
◆既に契約、発注、購入及び支払済みの経費、借金返済の借り換えは貸し付け対象になりません。
◆申込みから償還完了まで、社会福祉協議会・民生委員が支援します。
◆申込みの際には、借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類、その他資
　金種類ごとに必要となる書類を提出していただきます。
◆他制度優先のため他の公的資金の対象となる場合は、この資金の利用はできません。ただし、他の
　公的資金で必要経費を賄えないと認められるときは、貸付対象となる場合があります。
◆この貸付制度には、所得基準などの各種要件がありその要件に該当しない場合は、貸付対象となり
　ませんのでご留意願います。
◆来局する前に、必ず下記までお電話ください。

利用に関しての注意事項

●低所得世帯　　世帯の所得が少なく自立のための必要な資金の貸付を他から受けることが困
難である世帯

●障害者世帯　　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

のいる世帯

●高齢者世帯　　65歳以上の高齢者のいる世帯

対象世帯

①総合支援資金　②福祉資金　③教育支援資金　④不動産担保型生活資金資金種類

お問合わせ 土佐清水市社会福祉協議会 〒787-0323　土佐清水市寿町１１-9　社会福祉センター1階
TEL0880ー82ー3500

　ふくしのミニセミナーを開催し、福祉職場のいろい
ろな働き方を紹介します。また福祉施設・事業所によ
るプレゼンテーションで福祉職の魅力や職場PRを行
います。是非、ご来場ください。

日時：平成31年2月22日（金）　13：30～16：00

会場：四万十市社会福祉センター

参加対象者 どなたでも参加できます。
　　　　　　　福祉・介護の仕事に関心のある方、就職・転職を希望される方

お問合わせ 四万十市社会福祉協議会
幡多福祉人材バンク　　担当：田口・今村　TEL0880ー35ー5514

やさしさでつながる、

自分ら
しい働き方見つけませんか？



2月号

こんにちは！

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）

内　　容 日　　時 場　　　所

認知症相談会

2月15日（金）

土佐清水市地域包括
支援センター

2月15日（金）
午後 1時30分から3時30分

認知症家族の会 社会福祉センタ－
2階和室

2月27日（水）
午後 1時30分から3時

ご案内

＊お気軽にお越しください。　（担当：平野・吉名）  

午前 10時から11時30分
プラザ・パル

2階ホール

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。温かな雰囲気の中で日頃抱えている
気持ちを思いっきり吐き出してみませんか？

初めて参加された方からも、好印象の感想をいただいています。
【11月21日に開催した参加者の声】
　「人には言えれんので、ここで聞いてもらえて本当に良かった」
　「また、次回も来させてもらいます」

　土佐清水市では、参加者の方が少しでもリラッ
クスしてもらえるように和室で行っています。
　足の不自由な方も参加できる様に、椅子も用意
しています。
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　12月5日（水）に、土佐清水商工会議
所第35回会員親睦ゴルフコンペ参加者
一同様より、土佐清水市社会福祉協議会
に6万円のご寄付をいただきました。
　これからの地域福祉活動に役立ててい
きたいと思います。
　ありがとうございました。

　11月28日（水）宿毛市社会福祉センターにおいて、第39回高知県老人芸能大会幡多地区大会
が開催されました。幡多地区の3市2町1村から約300名が参加し、出演者は歌謡や舞踊、ダン
スなど様々な演目で会場を沸かせていました。
　土佐清水市からは、5組が参加し、日頃の練習の成果を十分に発揮していました。

参加した皆さま、お疲れ様でした！
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平成30年度ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式

　12月25日（火）高知県庁において、平成30年度ボランティア功労者に対する厚生労
働大臣表彰の伝達式が行われ、県下で大臣表彰の個人1人、2団体、大臣感謝状の2団
体に表彰状が伝達されました。土佐清水市では中田肇美さんの長年のボランティア
活動が認められ、厚生労働大臣表彰を受けられました。おめでとうございます。

ボランティアセンターコーナーボランティアセンターコーナー 寿町11-9 TEL82ー3500
土佐清水市ボランティアセンター

寿町11-9 TEL82ー3500
土佐清水市ボランティアセンター

　12月20日（木）にクリスマス会を開催しました。美味しいケーキやお菓子を食べ、逆さ
言葉クイズやみんなでプレゼント交換会をして、おしゃべりをしながら楽しい時間を過ご
しました。来年はもっとたくさんの参加者と出会えますように！
　ハッピー会は、土佐清水市在住の障がいを持っている方同士が、料理やおりがみを通し
て一緒に楽しんで交流を持つことを目的に開催しています。ぜひ、みなさんも私達と一緒
に楽しみませんか。お気軽に下記までお問い合わせください。

※土佐清水市在住の障がい者の方が対象になります（最低限の家族の付添は可） 

【申込・問合せ先】�  土佐清水市社会福祉協議会相談支援事業所
　　　　　　　　　　土佐清水市寿町11－9　蕁0880（82）3500　担当　山下
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13日

〃

14日

〃

〃

18日

〃

久百々集会所（久百々いきいきクラブ）

津呂旧保育所（津呂いきいきクラブ）

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）

社会福祉センター（しあわせサロン）

長野公会堂（長野いきいきクラブ）

大浜コミュニティーセンター（大浜ぼうず石クラブ）

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

三崎地区防災コミュニティーセンター（斧積いきいきクラブ）

元町　立石さん宅（元町みなとサロン）

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ーセンター（宗呂上さくらんぼ会）

爪白区長場（爪白つわぶき会）

市野々公会堂（市野々コスモス会）

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）
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〃
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21日
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22日

25日

〃

26日

28日

毎週

毎週

毎週

第１・３

未  定

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

浜益野公会堂（白浜会）

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

立石集会所（立石いきいきサロン）

上野区長場（上野いきいきクラブ）

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）

加久見区長場（加久見いきいきクラブ）

船場集会所（船場あじさいサロン）

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）

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）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

旧旭保育園（旭町いきいきサロン）

旧旭保育園（あさひイキイキサロン）

養老区長場（養老いきいきクラブ）

越連合区長場（越さくら会）　４日、１８日

市街地区長会事務所（天神町ほのぼのサロン）
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水
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〃

〃
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〃
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金
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火

木

火

水

水

月

日　時 日　時会　場（グループ名） 会　場（グループ名）

～2月のいきいきサロン日程表～

2

～布若葉サロン～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

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

　布若葉サロンは通常のサロン以外にも、モーニング喫茶やコスモス祭りなど、たくさんの方が
集まり楽しめるようにと、ボランティアの皆さんが内容を考え賑やかに行われています。サロン
が終わると反省会も含め、お茶を飲みながら次のサロンの内容を話しています。仲の良い皆さん
の話は尽きず、あっという間に時間は過ぎてしまいますが、それも楽しみの一つになっているよ
うです。
　「大変でも、みんなの元気な顔が見れることが嬉しい」と話すいつも笑顔で元気なボランティ
アの皆さん、これからもよろしくお願いします。
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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

　以布利生まれの文敏さんと久百々生まれの久子さん。
　おふたりは、お見合いで知り合いましたが、ほとんど話をすることもなく10分ほどで終
わり、次に会ったのは結婚式の時でした。「信頼しているおばさんの紹介で、昔はそういう
時代だから」と久子さん。結婚後は、家具職人だった文敏さんの勤務先の和歌山へ、そこ
で一男一女に恵まれました。以布利に戻ってからは、先祖から譲り受けた山の土地を開墾
して果物の木を植えたそうです。
　文敏さんは、散歩と菜園作りが楽しみで「今でも産業祭で、苗木を買って来ては、植え
て育ててます」と菜園を案内してくれました。久子さんは、運動教室やいきいきサロンに
休むことなく通い、体操やみんなとのおしゃべりを楽しんでます。
　暖かい日差しに包まれる中、ブロック塀に腰をかけて顔を見合い微笑みながら話す文敏
さんと久子さん、いつまでも元気でお幸せにお過ごしくださいね。

下浦サロン 松尾サロン

以布利

昭和2年9月30日生まれ91歳です！大正14年2月15日生まれ93歳です！

大の甘党!
お菓子の入った缶をいつ
もそばに置いて食べてま
す♪

それを管理するのが、私
の役目!
主人が食べ過ぎないよう
に注意しています!

吉本さん夫婦
文 敏文 敏（ふみとし）さん 久 子（ひさこ）さん（ひさこ）さん




