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〜清水高校〜
清水高校では、地域に貢献できる人材の育成をめざして様々な活動に取り組んでいます。
○2年生
清水にはこども民生委員の活動があると知った生徒たちが、
学びを深めてくれました。まだまだ、知らない活動があるのか
もしれません。清水の魅力をたくさん見つけて下さいね。

○1年生
清水の現状や課題に目を向け、しっかりと将来を見据えた考
えをまとめ、意見交換会では、多くの質問が出されました。今
後、どんな風な活動につながるのか楽しみです。

生徒と先生が一体となって取り組む姿がとても素敵で印象的でした！
「何か出来ることがないですか」と積極的な意見も聞かれました。

四国最南端のまちで

清水高校が変わる!
清水高校が変える!

※高知県立清水高等学校の総合的な探究の時間（地域学習プログラム）
の資料一部抜粋

7月21日
（火）下川口小学校の5・6年生がこども民生委員についての授業を行いました。
土佐清水市の現状や福祉のこと、民生委員児童委員信条について学び、一人一人に子ども
民生委員の委嘱を行いました。6年生は今年2年目。5年生は初めてで少し緊張した様子でした。
下川口小学校・こども民生委員のみなさん1年間頑張ってくださいね!!
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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！
周りに頼る人がいない

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

ひきこもり
低収入

入院・病気

子どもの将来が不安・・・

失業・借金

働きたいと思っているけど、
なかなか仕事が決まらない

公共料金の滞納

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。
土佐清水市社会福祉協議会

生活・相談支援センター

蕁82ー3500

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

新型コロナウイルス感染症の影響により、外出する機会が減少していることを受け、市内各
地区で行われているいきいきサロンで、お弁当の費用の一部を助成しています。
対面を避けるなど感染症予防にも取り組みながら、いきいきサロンでの食事を再開していま
す。自粛明けに、この事業を利用して地域に呼びかけ、新しい参加者が増えたサロンもありま
す。この機会に、いきいきサロンに参加してみませんか。
【 実 施 期 間 】 令和3年3月31日まで
【お問合せ先】 土佐清水市社会福祉協議会

9月号

蕁82−3500

赤い羽根共同募金は
みなさんの身近なところに使われています
皆様から集められた募金は、地域の様々な活動に使われています。
その活動の一部をご紹介いたします。

第52回土佐清水市社会福祉大会
「みんな家族 地域の絆で支えあう とさしみず」
をメインテーマに、福祉の大切さ、誰もが安心
して暮らせる地域づくりの大切さについて参加
者と考えることができました。又、多くの地域
住民や学校関係者やボランティア等の参加があり、
会場全体が笑いや感動に包まれ、有意義な福祉
大会となりました。ありがとうございました。

第43回土佐清水市高齢者体育大会
市内各地域から老人クラブ会員が集まり、健
康増進とお互いの交流を深め、盛大に高齢者体
育大会を開催することができました。一年に一
回のこの大会を楽しみに、日々の健康づくりに
も取り組んでいます。又、この大会は多くのボ
ランティアの参加、協力を得て行われています。
ありがとうございまいた。

「赤十字会員増強運動」へのご協力ありがとうございます！
5月1日から「赤十字運動月間」として全国キャンペーンが実施され、日赤土佐清水市地区
にも、令和2年8月6日現在、１，４３１，３６５円の活動資金が集まりました。
今この瞬間にも、世界中には、自然災害や紛争、病気などで苦しんでいる人がたくさんい
ます。
日本赤十字社は、一刻を争う国内外の災害時の救護をはじめ、病気で苦しむ人のサポート
など幅広い活動を行っています。
ひとりでも多くの命を救う活動を続けていくために、皆様からの活動資金が必要です。

引き続き、皆様からの温かいご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます！
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こんにちは！ 地域包括支援センターです！
皆さん、感染症予防のため、日々、体調管理に気をつけていることと思い
ます。今回は、免疫力を高める食材について紹介したいと思います。

免疫力とは、体内に侵入してくる細菌やウィルスから体を守る力です
【免疫力が低いと起こること】
＊風邪を引きやすくなる。
＊疲れやすくなる。
＊アレルギー症状を引き起こす。
免疫力を高める食材とは、
「腸内環境を良好に保てる食材」と言われ、以下の食材は腸内の善玉菌を増やす役割が
あります。
・発酵食品：納豆・ヨーグルト・キムチ・味噌など

さらに、味噌・にんにく・
しょうが・小松菜・緑茶
には、殺菌作用も!

・食物繊維：豆類・キノコ類・野菜・果物
・オリゴ糖：玉ネギ・ごぼう・バナナ・豆製品など

付け加えて、意識的にとることで、効果的な食材
（免疫細胞の一つである白血球を増やす働き）
・タンパク質：肉・魚・大豆等
・ビタミン類：旬の野菜や果物・レバー・うなぎ・ナッツ類
特に、ブロッコリー・にんじん・ごま・アーモンド・大根は、
白血球を増やす抗酸化作用が強い

免疫力を高めるためには、必要な栄養素をしっかり摂り、免疫
力をあげると共に、良質な睡眠や適度な運動も合せて気にかけて
いくことが必要です。また、免疫力を高める食材だけのとり過ぎ
には気を付けてください。

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）
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清 水
警察署
蜻竜串

森林
組合
地域包括
支援センター

R321

８月４日（火）久しぶりに、
ハッピー会を行いました。今
回はコロナ感染予防のためマ
スク作りに挑戦!!思ったより
生地が大きく分厚いマスクが
出来上がり皆で大笑い。マス
ク作りの後は楽しくお喋り!!
あっという間に時間が過ぎて
いきました。

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交流を持つことを目的にした集まりです。
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82−3500 担当

ボランティアセンターコーナー

山本

土佐清水市ボランティアセンター
寿町11-9 TEL82ー3500

ボランティア活動保険
ボランティア活動中は、日本国内におけるボランティア活動中におこる様々な備えとして
無償で活動するボランティアの方々のための保証制度として昭和52年に発足し、現在約200
万人の方々が加入しています。

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保障する、
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

ボランティア（登録）
をしてみませんか？
・ボランティア募集
・ついでにご近所のゴミ出し
・祭りの時の神輿かつぎ

など

人手不足で困っている人や地域があります。相
談の上、活動内容とを考えますので、協力でき
る方は是非登録をお願いします。

土佐清水市ボランティアセンター
寿町 1 1 −9 蕁 8 2 −3 5 0 0
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〜いきいきサロンの風景〜
貝ノ川郷サロン

養老サロン

ツボの指導を受けました。

七夕飾りを作りました。

ご案内
内

容

日

認知症相談会
認知症家族の会
内

地域包括支援センター

9月16日（水）

午後 1時30分から2時30分

サニーマート

9月25日（金）

午後 1時30分から3時
日

会

所

午後 1時30分から3時30分

容

時

場

9月15日（火）

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

日

時

社会福祉センター2階 和室

時

場

所

新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、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。

〜9月のいきいきサロン日程表〜

場（グループ名）

日

時

会

場（グループ名）

2日

水

貝ノ川郷集会所（貝ノ川郷菜の花クラブ）

17日 木

平ノ段区長場（平ノ段松島会）

〃

〃

鳥渕集会所（鳥渕わらびの里クラブ）

21日 月

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

3日

木

旧浦尻保育園（浦尻すみれ会）

23日 水

小方青年会館（小方清流クラブ）

24日 木

下浦青年会館（下浦とびうお会）

〃

〃

下ノ段区長場（下ノ段いきいきサロン）

7日

月

布福祉センター（れいわスマイルサロン）

8日

火

三崎地区防災コミュニティセンター（斧積いきいきサロンクラブ）

25日 金

船場集会所（船場あじさいサロン）

9日

水

権現地区集会所（権現日の出会）

28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）

10日 木
〃

〃

11日 金
〃

〃

15日 火

〃

〃

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

窪津区長場（窪津ツバキ会）

〃

〃

市野々公会堂（市野々コスモス会）

宗呂上コミュニティセンター（宗呂上さくらんぼ会）

〃

〃

藤ノ川集会所（オガタマ会）

漁協2Ｆ
（えび天戎町）

29日 火

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

久百々集会所（久百々いきいきクラブ）

毎週 火・木 旧旭保育園（旭町いきいきサロン）

宗呂下区長場（宗呂下コスモス会）

毎週

水

養老区長場（養老いきいきクラブ）

〃

〃

下川口浦憩いの家（下川口いきいきクラブ）

毎週

水

旧旭保育園（あさひイキイキサロン）

〃

〃

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

第1・3月

越連合区長場（越さくら会）

浜益野公会堂（白浜会）

第2・4月

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

16日 水
〃

〃

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）

17日 木
〃

〃

加久見区長場（加久見いきいきクラブ）
下益野区長場（下益野せせらぎ会）

宝（栄町華街）
未 定

市街地地区長会事務所（天神町ほのぼのサロン）
上野区長場（上野いきいきクラブ）
爪白区長場（爪白つわぶき会）

※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。
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いきいきサロンボランティア紹介

〜下浦とびうお会〜

下浦サロンは、毎回ボランティアを中心に体操や輪投げなど行
っています。体操はボランティアが前に出て掛け声をかけながら、
ペットボトル体操や手ぬぐいを使った体操など、みっちり40分
ほど行います。また、輪投げではボランティアが手書きの採点表
を作り景品も準備するなど、皆が楽しめるよう工夫されています。
今年は新型コロナウイルスの影響で大変ですが、ボランティアの
皆さん、これからも宜しくお願いします。

こじゃんと達者な じいやん ばあやん
大浜

橋本八重喜

（やえき）
さん

昭和3年11月30日生まれの91歳です!

中浜から大浜へお嫁にきたという八重喜さん。旦那さん
は若くして病気で亡くなり、それから40年ほど納屋へ働き
に行くなどしながら1人で生活してきました。
子どもは、一女一男に恵まれ2人とも高知市に住んでい
ます。「子どもや孫が迎えに来てくれ高知市へよく遊びに
行きよったがよ。でも今はコロナが怖いけん、しばらく高
知へは行ってない」と少し寂しそうに話していました。
「1人やけん、できることは何でも自分でする」と家事は
もちろんのこと、畑で野菜を作ったり、墓掃除に行ったり
します。特別なことは何もしていないそうですが、何でも
自分ですることが元気の秘訣かもしれません。
地域の仲間が集まるサロンや健康体操にも積極的に参加
して楽しんでいると、嬉しそうに教えてくれた
八重喜さん。これからも元気でお過ごしくださいね。

奇数月の広報発行には、社会福祉協議会

会員会費が使われています。

