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6月号

「３密」に注意しながら
平日は、毎朝ラジオ体操を行い
健康増進に励んでいます。

第52回土佐清水市社会福祉大会

（がんばったで賞

テーマ「しあわせ」）

練習へ 行くのが楽しい 太刀おどり
笑顔さく みんなでおしゃべり わいわいと
学校が え顔でいっぱい 幸せだ

清水小学校

6年

上原

伯さん

下川口小学校

4年

竹葉

俊陽さん

下ノ加江小学校

4年

戸田かのんさん

令和元年12月の社会福祉大会受賞作品であるため、当時の学年で記載させて頂いております。

令和2年6月1日（毎月1回発行）

■編集発行：社会福祉法人

土佐清水市社会福祉協議会

住所 土佐清水市寿町11ー9 電話（0880）82ー3500 FAX（0880）82ー4047
http://www.tosashimizu-fukushi.or.jp/ E-mail:shakyou-s@viola.ocn.ne.jp

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業でお困りの世帯の皆様へ

相談・申込受付時間：午前9時〜午後5時（土曜、日曜、祝日は除く）
受付窓口 「土佐清水市社会福祉協議会」です。 電話82−3500

緊急小口資金（一時的な資金が必要な方）

●貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減
少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする
世帯
●貸付上限額
原則として、一世帯につき一回限り10万円以内
但し、特に必要な場合は、一世帯につき一回限り20万円以内
●据置期間 貸付の日から1年以内
●償還期限 据置期間終了後2年以内
●貸付利子 無利子
●連帯保証人 不要
総合支援資金（生活支援費）
（生活の立て直しが必要な方）

●貸付対象
●貸付上限額
●貸付期間
●据置期間
●償還期限
●貸付利子

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等に
より生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
（二人以上）月20万円以内・
（単身）月15万円以内
原則3月以内
貸付の日から1年以内
据置期間終了後10年以内
無利子
●連帯保証人 不要

なお、生活保護受給者や債務整理中の方、暴力団員が属する世帯は対象となりません。

住居確保給付金は、離職・休業等による減収などで住むところがなくなった人や住む場所
を失うおそれが高い人に、就職活動することなどを要件に、一定期間家賃相当額（上限有り）
を支給するものです。
これまでの対象者は、離職・廃業から２年以内の方でしたが、令和2年4月20日以降は、離
職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に
拡大されました。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年4月30日以降からはさらに要件が
緩和され、当面の間ハローワークへの求職の申し込みが不要となりました。
問い合わせ先 土佐清水市社会福祉協議会 蕁82−3500
上記貸付・給付金制度の申請をご希望の方は、電話（82−3500）にお問い合わせください。
なお、必要書類の受け取りや提出は、郵送とさせていただいております。

6月号

本市では、ボランティア、民間事業所、行政、社会福祉協議会などで構成する「土佐清水
市生活支援・介護予防サービス推進協議会」において高齢者の多様な生活支援や介護予防の
取り組みの充実・強化に向けた取り組みを協議しています。その一環として、散歩時の休憩
などに活用いただき、少しでも気楽に外出できる環境を作ることで、外出機会の増加につな
げたい、との思いから誰もがちょっこり休めるイスの設置を進めています。
イスに使用した丸太については市内の節納屋さんから、丸太の切断は有志の方ならびに前
述の節納屋さんのご協力をいただきました。イスの設置場所についても関係各位のご協力を
いただいております。

２つ設置！
！

花壇づくりも！！

公園のネット沿いに２つ設置しています。公園内では老人クラブの有志による花壇づ
くりが行われていました。この花が咲く頃、散歩するみなさんの目を楽しませてくれる
ことでしょう。

鮮やかな緑を見ながら
休んでください！
！

入口前のスペースに４つ設置しています。近所では散歩している方も多くおられると
のこと。
「みんなが休める所ができてえいわぁ」と快く設置させてくださいました。
様々な方の強力な協力が合わさることで、外出意欲の増進につながる、さらに、地域の健
康づくりにつながる。それがこのイスに込めた願いです。座ることで、イスに込められた 思
いやり の気持ちを感じていただき、地域のみなさんの健康づくりにつなげていけるよう、こ
れからも設置を進めてまいります。

6月号

天気が良い日は毎朝集まり、ゲートボールを楽しんでいます。適度な運動に加え、戦略が
重要なチームスポーツなので、心身ともに鍛えられます。
皆さんとてもお元気で、この写真の中に数名90歳以上の方が参加しています。しばらくは、
活動を自粛していたので再開を心待ちにしていました。竜串の海辺に、スティックでボール
を打つ音が返ってきました。

スクラムでも会場使用が再開となり、卓球のはまゆうクラブのみなさんも心地よい汗を流
しています。
ソーシャルディスタンス（人と人との距離）に気をつけながらも、機敏な動きと活気で白
熱したラリーを楽しんでいました。

なお、こういった活動につきましては、まだ新型コロナウイルス感染症が完全に終息した
わけではありませんので、引き続き、密集、密接、密閉の「３密」をさけるなどの注意点を
しっかりと留意した上で活動いただきますようお願い致します。

1人ひとりの基本的感染対策
感染防止の3つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
□人との距離は、できるだけ2ｍ（最低1ｍ）空ける。
□遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒の使用も可）。
※高齢者や持病のあるような重篤化リスクの高い人と会う際には、体調管理を厳重にする。
移動に関する感染対策
□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
□発症した時のため、誰とどこであったかメモをする。
□地域の感染情報に注意する。

日常生活を営む上での基本的生活様式
□まめに手洗い・手指消毒
□咳エチケットの徹底
□こまめに換気
□身体的距離の確保
□
「3密」の回避（密集、密接、密閉）
□毎朝、体温測定、健康チェック。発熱時又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

参考：厚労省ＨＰより

6月号

こんにちは！ 地域包括支援センターです！
先月号に引き続き、『からだが弱ってしまわないようできることをしていきましょう』とい
うことで、今回は、活動面に着目して、お話ししたいと思います。

運動強度の単位で、メッツというのがあります。
安静時の状態を『１』とした時と比較して、何倍のエネルギーを
消費するかで活動の強度を示したものです。
メッツ

生

活

活

動

運

動

１

横になって静かにテレビを見る

２

はたきかけ、動物の世話

ストレッチ体操、ヨガ

〜

子供・動物と遊ぶ（屋内）

座ってのラジオ体操

３

買物、電動機付き自転車

〜

掃除機かけ、台所作業、床掃除

散歩

風呂掃除、モップかけ

軽い筋力トレーニング

歩道や家の周りの掃除、洗車

ラジオ体操第１、卓球

畑仕事、庭の草むしり

ラジオ体操第２

部屋の片づけ

ポールウォーキング

３．
５
４
４．
５
〜

自宅内での掃除は、軽い筋力トレーニングやラジオ体操等と同じくらいの運動強度が
あることがわかりますね。それ以上の運動強度がある畑仕事や庭の草むしり、部屋の片
づけなどは、中等度の筋力トレーニングと言ってもいいと思います。
自粛生活の中で、活動量までも自粛しないように、今まで
出来ていなかった家の中や家の周りの作業を行うといいですね。

詳しいお問い合わせは、
下記連絡先までお気軽にどうぞ。

＜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
受付時間：月曜日〜金曜日 8：30〜17：30（祝日を除く）

6月号

清 水
警察署
蜻竜串

森林
組合
地域包括
支援センター

R321

令和2年度 土佐清水市社会福祉協議会会員募集
土佐清水市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らしていけるよう地域福祉の推進を行
っております。

社協会員とは … 地域福祉の応援団です。
社協は、地域に生じるさまざまな問題を解決するために、地域住民やボランティア、関係
機関と協力しながら、地域福祉活動を推進していく民間団体です。地域に根ざした社協をめ
ざして、特色ある事業を行うため、会員募集を行っています。皆様のご協力をお願いします。
◎皆様からの社協会費は、ボランティア・
地域福祉活動・広報費等に使われます。

年会費
普通会員………1口 1,000円

＜問い合わせ先＞
〒787−0323
土佐清水市寿町11−9
土佐清水市社会福祉センター内

賛助会員………1口 2,000円
（個人加入）
団体会員………1口 5,000円
（団体加入）

社会福祉法人 土佐清水市社会福祉協議会

薊82−3500 蕭82−4047

土佐清水市社会福祉協議会団体会員のご紹介
みなさまのご支援とご協力ありがとうございました。
（順不同・敬称略）
（令和2年4月1日〜5月7日受付分）

土佐清水市立市民文化会館
土佐清水商工会議所
社会福祉法人尽心会太陽の家
（株）
永野

ふくしねっとCoCoてらす
高知県漁協清水統括支所
（有）カネニ石油
土佐清水食品（株）

ボランティアセンターコーナー

おくたに文具店
きらら清水保育園
津呂地区区長場
土佐清水市身体障害者連盟

土佐清水市ボランティアセンター
寿町11-9 TEL82ー3500

相談・紹介

情報収集・発信

ボランティア活動をした
い人と、ボランティアをし
てほしい人をつなぎます。

ボランティア活動に関す
る情報を集め、発信します。

ボランティア講座
ボランティア活動に関わ
る講演会や研修会などを開
催しています。

安

心

ボランティア活動中の様々事故に
よるケガや賠償責任を補償する、
ボランティア活動保険の受付を行
っています。

保険金をお支払いする主な場合

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（1）ケガの補償

（2）賠償責任の補償
清掃ボランティア活動中、
転んでケガをして通院した

自転車でボランティア活動
に向かう途中、誤って他人
にケガをさせた

ボランティア活動に向かう
途中、交通事故にあって亡
くなられた

家事援助ボランティア活動
で清掃中、誤って花びんを
落としてこわした

6月号

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止しておりました「いきいき
サロン」について、6月より再開することになりました。
ただし、感染症が完全に終息したわけではありませんので、再開にあたっては、
手洗い（手指消毒）、マスクの着用、密集、密接、密閉の「３密」を回避する等の感
染症拡大防止対策について、引き続き注意しながら開催していただきますようお願
い致します。
尚、詳細については、各地区のいきいきサロン連絡員にお知らせいたしますので、
各サロンへお問い合わせください。

〜6月のいきいきサロン日程表〜
日

時

会

場（グループ名）

日

時

会

場（グループ名）

3日

水

貝ノ川郷集会所（貝ノ川郷菜の花クラブ）

18日 木

平ノ段区長場（平ノ段松島会）

4日

木

旧浦尻保育園（浦尻すみれ会）

20日 土

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

〃

〃

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

22日 月

藤ノ川集会所（オガタマ会）

9日

火

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

25日 木

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

〃

〃

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）

〃

〃

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

26日 金

船場集会所（船場あじさいサロン）

権現地区集会所（権現日の出会）

28日 日

大津公民館（大津叶崎クラブ）

下川口郷区長場（下川口郷いきいきクラブ）

29日 月

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）

11日 木

宗呂上コミュニティーセンター（宗呂上さくらんぼ会）

30日 火

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

15日 月

市野々公会堂（市野々コスモス会）

16日 火

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

毎週 火・木 旧旭保育園（旭町いきいきサロン）

旭町

毎週

10日 水
〃

〃

〃

〃

17日 水
〃

〃

芝岡さん宅（元町みなとサロン）

立石集会所（立石いきいきクラブ）
浜益野公会堂（白浜会）

〃

〃

〃

〃

水

第1・3週
未

定

旧布保育園（布若葉サロン）

長野公会堂（長野いきいきクラブ）

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）
大浜コミュニティーセンター（大浜ぼうず石クラブ）

※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。

社会福祉センター地下トレーニングジムにつきましては、換気が難しいため引き続き運営を
中止しています。ご利用いただいていた皆様には、ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理
解いただいきますようお願い致します。再開については、今後の状況をみながら検討していく
予定ですので、それまでは、各自で体操や散歩等の運動を心がけるようお願い申し上げます。
なお、大会議室、和室、料理実習室、研修室の利用は可能となっています。（ただし、感染症
拡大防止のため窓を開けるなどの換気、手指消毒、マスク着用等の対策は必要です）

6月号

ご案内
内

容

認知症相談会
内

容

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

時

場

所

6月15日（月）

午後 1時30分から3時30分

6月22日（月）

午前 10時から11時

プラザ・パル

6月24日（水）

午前 10時から11時

清水郵便局

容

認知症家族の会
内

日

日

6月26日（金）

時

場

午後 1時30分から3時
日

時

地域包括支援センター

所

社会福祉センター2階 和室
場

所

新型コロナウィルス感染拡大防止の為、現在運営自体を中止してい
ます。再開については、今後の状況により検討していく予定です。
再開の際には、お知らせします。

こじゃんと達者な じいやん ばあやん
松尾

畑山カズコ さん

昭和2年6月10日生まれ 92歳です！

穏やかな笑顔で迎えてくれたカズコさん。
北九州生まれで、31歳の時に旦那さんの
故郷である松尾へきました。早くに旦那さ
んを亡くし、2人の子どもを育て、現在は、
猫の「ミーコ」と日々ゆったりと過ごして
います。
自宅は、急な坂道の途中にありますが、
今でもバスで買物へ行き、荷物も自分で運
ぶそうです。背筋はピシッと、歩く姿はと
てもしっかりしています。病院も行かず、
薬も飲まず、体の不調もないとのこと。元
気の源は「1日1本のリポビタンD」、秘訣
は「自分の好きなことを自分のペースで縛
られずにすること」だそうです。
シャキシャキで、笑顔がとっても素敵な
カズコさん、今年の6月10日で93歳になり
ます!!これからも元気でお過ごしくださいね。

とした
しっかり
足取り！！

ミーコちゃんはカズコさんのことが大好き蟋
甘えん坊です。

