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12月号

　11月5日、子ども民生委員が訪
問活動に合わせて訪問先の高齢者
に子どもたちの手作りのプレゼン
トを渡しました。作った思いや使
い方をそれぞれ伝え、大変喜ばれ
ていました。子ども民生委員活動
は今年度2回目の訪問活動のため、
身体を気遣う言葉も聞かれました。

下ノ加江小学校下ノ加江小学校

　10月29日、秋晴れのなか、今年度初めての子ども民生委員が訪問活動を行いました。5年
生は初めての訪問で少しドキドキ。最初はなかなか挨拶が出来ず聞き取りできなかったこと
もありましたが、「自分の声が小さい」と気づき、相手が聞こえる声で話ができ、伝えようと
する努力がしっかりと見えました。訪問後はそれぞれの様子をまとめ、社会福祉協議会に報
告を行い、体調や困りごとなどしっかりと聞き取りができていました。

下川口小学校下川口小学校

　11月5日、車椅子ラグビーチーム「高知Freedom」の選手が来られ、車椅子ラグビーとは？
障害とは？障がい者理解の勉強を行いました。車椅子ラグビーは、障がい者スポーツで唯一
車椅子同士の衝突が認められている激しいスポーツです。初めのミニゲーム中の「ゴツン！」
という大きな衝撃音が響き、会場からは驚きの声が上がりました。全校児童が体験を行い「難
しかったけれど、楽しかった」と車椅子ラグビーにのめり込んで、夢中で応援していました。
最後は、障がい者の思いや支援者側の思いなどとても貴重な経験と意見が聞かれました。

子ども民生委員活動

子ども民生委員活動

車椅子ラグビーを体験しました
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　土佐清水市第3期地域福祉計画は、「みんな家族　地域の絆で支えあう　とさしみず」を基
本理念に、地域で誰もが安心して暮らしていくためにできることを考えていくものです。
　10月29日（木）、その第３期地域福祉計画についての座談会を松尾地区で行いました。住民
有志の女城（めじ）の会のメンバーが主に参加してくれ、松尾地区の変遷、課題、良い所が共
有される機会となりました。それらの課題に対し、地域の良い所を活用するとともに、新たな
担い手の協力を求めながら、希望を持ってやっていこう、という前向きな話し合いの場となり
ました。

　養老地区ではこのほど、区長・民生
委員・福祉協力員・自主防災の役員を
中心に、地区での困りごとや相談、何
かあった時に解決に向け話し合う会「南
風（まぜ）の会」を立ち上げました。
　会の名前の由来は、養老地区に吹く
暖かな南風のようにとのことから「南
風（まぜ）の会」に決まりました。時
には強く吹くこともある南風、養老地
区の元気な女性たちのようでもありま
すね。
　区長場が窓口となり対応していきま
すので、困りごとや相談のある方は区
長場までご連絡ください。よろしくお
願いします！

P3



12月号

　土佐清水市社会福祉協議会のオリジナルポロシャツが完成しました。
　イラストは、土佐清水市出身の岡崎奈緒さんにお願いしました。地域の絆で支え合う土佐
清水市をイメージし、「つなぐつなげるつながる」を表現したとても素敵なデザインとなっ
ております。
　地域で見かけたらお気軽にお声がけ下さい。

　社会的自立（就労・就学）を目指すための一歩を踏み出すお手伝いをします。
　相談窓口まで足を運ぶことが難しい場合は、電話相談のほか、相談支援員が訪問すること
もできます。
　令和2年4月より、家計改善支援事業 を始めました。
　家計の状況を把握することが難しい方や、中長期的な生活設計を立て、日々の生活を組み
立てることが難しい方などに対し、家計状況を一緒に整理し、家計管理に関する支援を行い
ます。相談者自身が家計を管理し、早期に生活が再生されることを目指します。

生活で困っていることはありませんか？�
まずは、お気軽にお話しを聞かせてください！

毎週月～金曜日 午前8時30分～午後5時（祝祭日は休み）　〒787-0323 土佐清水市寿町１１-9 社会福祉センター内

蕁82ー3500
土佐清水市社会福祉協議会

生活・相談支援センター

どこに相談したらいいか
分からない

住む家も食べる物もない

周りに頼る人がいない

働きたいと思っているけど、
なかなか仕事が決まらない

子どもの将来が不安・・・

公共料金の滞納

ひきこもり
低収入 入院・病気

失業・借金
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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）

地域包括支援センターです！地域包括支援センターです！こんにちは！

　暑さが抜け、働きやすい季節になったので10月はリハビリ専門職と歩きながら、日頃の様
子を見てもらい、気をつけるポイント等を教えてもらいました。10月号の広報で掲載したウ
ォーキング用ポールも好評で、皆さん試されていました。

【幸町いきいきサロン　社会福祉協議会から越港防空壕折り返しコース】

【布地区　布農協あと駐車場から中学校折り返しコース】

歩き方を評価

準備体操も大事 杖の高さを調整

みなさん、気持ちの良い気候の中、軽快に歩かれていました。

リハビリ専門職が後ろから見ると…

膝関節の変形が出てきている人、痛みが出てきている人も

いました。

変形を進めないために、アドバイスをもらいました。

　＊歩き方のポイント
　　「1歩を大きく、つま先で蹴り出すことを意識する」

　＊膝の曲げ伸ばしの運動や股関節を動かす運動を行う等

つま先を引き
寄せ踵を押し
出すように
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　社協では、聴覚障害への理解を深めるとともに手話を身近に感じてもらえるよう、市内の
学校や福祉センター・各団体等から依頼を受け、手話奉仕員を派遣しています。まずは簡単
な挨拶からあなたも一緒に学んでみませんか。

派遣を希望される団体、また内容を詳しく聞いてみたいという団体の方は下記までお気軽にご連絡ください。

どんなコミュニケーションの方法が
あるでしょう？

手話で「ごめんなさい」

石ころ解放子ども会

民児協下川口地区会

石ころ解放子ども会

民児協下川口地区会

お問い合わせ先 土佐清水市社会福祉協議会　蕁82－3500（担当　山本）

　筋力の低下や関節疾患がある高齢者にとって、大きなゴミ袋を集積所まで運ぶのは大変な
作業です。また、認知症になると、ゴミ出しの曜日や時間、分別のルールを覚えることも難
しくなります。
　土佐清水市でも一人暮らしの高齢者など、近くに支援してくれる家族がいないため、ゴミ
出しに困っている方が増えています。
　高齢化が進む中、市内で困っている方を手助けするために、ご近所の住民ボランティアや
高校生ボランティアなどが、ゴミ出し支援を行ってくれています。
　あなたもボランティアしてみませんか。

みんな集まれボランティア
　○特にゴミ出しボランティアを募集しています。
　　　加久見、汐見町、中央町、元町、浦尻　、下川口浦　
　　　上記の地区でついでにゴミ出しできる方を募集しています。
　　　詳しくは、土佐清水市ボランティアセンターまでご連絡ください。

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

生活支援ボランティアを大募集しています。
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2日

〃

3日

5日

7日

8日

〃

〃

9日

10日

〃

15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）

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

越連合区長場（越さくら会）

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）

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）

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）

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

旭町　芝岡さん宅（元町みなとサロン）

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

水

〃

木

土

日

火

〃

〃

水

木

〃

火

〃

〃

〃

16日

〃

〃

〃

〃

17日

〃

〃

21日

〃

24日

毎週

毎週

毎週

水

〃

〃

〃

〃

木

〃

〃

月

〃

木

水

水

～12月のいきいきサロン日程表～
会　場（グループ名）日　時 会　場（グループ名）日　時

権現地区集会所（権現日の出会）

大津公民館（大津叶崎クラブ）

社会福祉センター（幸町しあわせサロン）

立石集会所（立石いきいきサロン）

浜益野公会堂（白浜会）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

平ノ段区長場（平ノ段松島会）

長野公会堂（長野いきいきクラブ）

市野々公会堂（市野々コスモス会）

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）

布旧保育園（布若葉サロン）

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）第3月

火・木

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、状況によっては日程が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

～いきいきサロンの風景～～いきいきサロンの風景～
市野瀬サロン立石サロン

ご案内

午後 1時30分から3時頃12月10日（木）

内　　容 日　　時 場　　　所

認知症相談会

認知症家族の会

午前 10時から11時30分12月14日（月）

サニーマート

地域包括支援センター

清水郵便局

午後 1時30分から2時30分12月14日（月）
午後 1時30分から3時30分12月15日（火）
午前 10時から11時12月18日（金）

社会福祉センター　2階　和室午後 1時30分から3時12月25日（金）

旧松谷内科
（栄町2－22）

プラザ・パル 2階

内　　容 日　　時 場　所

トレーニングジム
新規利用者説明会

認知症ケア専門士でもある渭南病院・看
護師の仮谷沙智さんが相談対応します。

ボッチャに夢中。ボッチャに夢中。 竹ぼうきを作りました。竹ぼうきを作りました。

プラザ・パル

市民文化会館
旧松谷内科 幸歯科P

※トレーニングジムの説明会に参加希望の方は、地域包括支援センター（蕁83－0233）までご連絡ください。
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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

～幸町しあわせサロン～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

　下浦生まれ下浦育ちの重蔵さんは18歳で漁師に
なり、その後45歳から55歳まで気帆船（タンカー）
に乗り、56歳～80歳まで漁師をされていました。
そんな重蔵さんは64歳位の時から、毎朝6時に起
きて歩いており、以前は仲間と一緒に1時間半ほ
ど歩いていたそうですが、仲間が亡くなった今は
一人で30分ほど歩いているそうです。また、魚が
好きな重蔵さんの楽しみは、奥さんの手作りの刺
身をあてに晩酌をする事だとか。一緒に取材に応
じてくれた奥さんとは「しょっちゅう喧嘩もする」
と顔を見合わせながら言っていましたが、その姿
はとても仲睦まじく見えました。誕生日も1日違
いで仲良しのお二人。これからも益々お元気で!!

下浦

大正15年12月1日生まれ94歳です！

（じゅうぞう）
さん梶原  重蔵

　幸町しあわせサロンは、月に一度社会福祉センタ
ー2階で開催されています。連絡員さんは二人体制
で毎年交代し、サロン内容も新しい連絡員さんを中
心に話し合い決めています。ボランティア・参加者
の区別なく、出来る人が出来ることをその都度行っ
ており、皆さんとても協力的です。
　「月に一度皆でやりたいことをして、楽しい時間
を過ごしたい」というボランティアさんの言葉通り、
サロンの内容も、お出掛けサロンや施設見学、カラ
オケやもの作りと毎回いろいろと工夫されています。
　ボランティアの皆さん、笑顔いっぱいの楽しいサ
ロンが続くよう、これからもよろしくお願いします！
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