地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町
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今月の表紙の題字は、デイサービスセンターこいのぼりのご利用者
である芝 武一郎さん（92 歳）が書いてくださいました。
素敵な笑顔とすてきな作品をありがとうございました♪

１０月２３日（金）

四万十町社会福祉センター

三上

翔平

１１月２７日（金）

四万十町社会福祉センター

武内

良平

１２月２５日（金）

大正健康管理センター

小野

１月２２日（金）

四万十町社会福祉センター

２月２６日（金）

四万十町社会福祉センター

３月２６日（金）

十和隣保館

三上
小野
三上

歩
翔平
歩
翔平

【時間】
午後 1 時～午後 4 時 10 分
1 日 4 組 1 組 40 分
【受付】予約制
（〆切：相談日の 1 週間前）
【受付窓口】
しまんと町社会福祉協議会
本所 電話：22-1195
（担当：弘田麻紀）
※予約時にお名前、連絡先、相談の
概要を聞き取りいたします。
※都合により予約時間の変更などがある
場合があります。また、予約が埋まれば
順次翌月以降の予約となります。

【ボランティア連絡協議会】
○世話人会

<10/7>
窪川地区

【給食サービス】
○窪川地区

風らっと若井（若井グリーンセンター）

<10/5>

風らっと六反地（六反地集会所）

<10/13>

風らっと東大奈路（東大奈路集会所）

<10/19>

<10/15>

風らっと志和峰（志和峰集会所）

<10/26>

<10/22>

十和地区

<10/14>

（担当：更生保護女性会）
○十和地区
（担当：支えの会）
○大正地区

（担当：四万十町食生活改善推進協議会大正支部）
【おすすめ講座】

風らっと四手崎（志手崎集会所）

<10/17>

お問合わせ先

「健康ゲーム指導士によるレクリエーション」
～リズム系「太鼓の達人」、レース系「グランツー
リスモ」を使用したレクリエーションを紹介～
場所：四万十町社会福祉センター（茂串町 11-30）
時間：10：00～11：00
お問合わせ先⇒☎22-1195（担当：尾﨑・柳本）
この事業は地域の誰もが「仕事の体験」や「地域活動」への参加が出来ることを目的としています。
今年度は窪川高校より 2 名、四万十高校より 3 名の保育士と社会福祉士を希望する生徒が参加してく
ださいました。
今回参加して下さった 5 名は皆、将来の夢や目標がはっきりしており、自身の長所やこれから自分
が学ぶべきこと・克服したいことをしっかりと考えてくださいました。私たち職員も非常にいい経験
をさせていただきました。ありがとうございました。この事業は、春休みにも予定しておりますので、
ぜひ多くの方に参加していただければと思います。

みんなぁで絵を
完成させるぞ！

7 月下旬の 4 日間、四万十高校 2 年生 3 名が職場体験を行い
ました。
デイサービスセンター百年荘、訪問介護で、ご利用者とのレクリ
エーションやヘルパー業務の補助を体験されました。
百年荘では、レクリエーションや見守り補助の他、生徒さん自
作のカードゲームを披露いただき、大いに賑わいました
今回の体験を活かして、これからの未来に希望をもって大きく成
長していただきたいと思います。

<10/23>

窪川地区⇒☎22-1195
（担当：柳本・市川）
十和地区⇒☎28-5331
（担当：平野）

※いずれの予定も、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、変更となることがあります。

8/24（月）㈱田邊建設様より新型コロナウイルス感染症対策のために役立てて
くださいとご寄附いただきました。大切に活用させていただきたいと思います。

素敵なマスクを
ありがとう♪

地域の方よりマスクをたくさんいただきました。頂いた
マスクはデイサービスセンター百年荘と高齢者生活福祉
センターこいのぼり荘のご利用者さんにお渡しさせてい
ただきました。素敵なマスクをありがとうございました。

百年荘では職場体験に来た高校生がそれぞれの想いを込めた
メッセージカードを添えてご利用者さんにお渡ししました。

８/６（木）四万十町農村環境改善センターにて『四万十町教育福祉人材交流研修』を開催致しました。
今年度は、総勢４５名の方々にご参加いただきました。研修では、障害者支援施設オイコニアの大崎和正さん
より『四万十町の現状』と題して、四万十町の福祉の現状や福祉施設の紹介等の講話をして頂きました。また、
体験講座として参加者の皆さんに建物内を車椅子体験して頂いた後、社協職員の車椅子ユーザーである山本祐輝
より当事者の視点で建物内を回って気づいたことを発表させて頂きました。

☆実際に車椅子体験をすることで、普段気づかないバリアに気づけました
☆障害に対する正しい理解と知識を身につけていくことが必要だと思いました。
☆実際に当事者の話が聞け、質疑応答が出来てよかった。
☆仕事や生活に活かしていきたいと思いました。

体験の様子

講話の様子

【頭脳スポーツ交流会を開催します】
四万十町障害者連盟では、障害者スポーツを通して会員の皆様と地域の方々との交流を図りながら楽
しく活動できる場を作りたいと思い、頭脳スポーツ交流会を開催します。皆さんの参加をお待ちしてお
ります。

日
時：令和 2 年 10 月 3 日（土）9：00～15：00
場
所：四万十町社会福祉センター（茂串町 11-30）
種
目：オセロ、囲碁、将棋
参 加 費：1000 円（昼食代込み）
定
員：オセロ<20 名>、囲碁<14 名>、将棋<10 名>
申込締切：9 月 28 日（月）※定員になり次第、受付を終了させていただきます。
※送迎を希望される方は、下記のお問い合わせ先にお気軽にご連絡ください。
※新型コロナウイルスの状況により中止とさせていただく場合があります。

お問合わせ先⇒☎22-1195（担当：市川）

今年度もしまんと町社会福祉協議会では、町内の手話通訳士であります秋田知恵子さんをお招きして
手話講座を開催します。この講座はコミュニケーション手段のひとつである手話を普及するとともに、
聴覚障害者に対する理解・認識を深めることを目的としております。初めての方、もう一度学びたい方、
手話に興味がある方、ぜひ参加ください。聴覚障害者の方々とお話してみませんか？

日
程：10/15～12/17（毎週木曜日
時
間：19：00～20：30
場
所：四万十町社会福祉センター
参 加 費：500 円（テキスト代）
申込締切：10 月９日（金）

※途中からの参加も可能です。ご都合により、１０回すべての受講ができなくてもかまいません。

８/１１（火）、「影野放課後子ども教室はらっぱの風」において、
1 年生から 6 年生の児童 19 名とキッズ防災学習を行いました。今
ここで地震が発生したらどうやって身を守るのか実践したり、紙芝
居や防災グッズえらびゲーム等を通して、災害発生時の対応等につ
いて学びました。

お問合わせ先⇒☎22-1195（担当：柳本）

日中はまだ暑さが残りますが、朝晩はだいぶ過ごしやすく感じられるようになりまし
た。今月の季節だよりは、しまんと町社会福祉協議会で 8 月に行われた、ミニ縁日と
防災訓練の様子をご紹介します。

地震発生！！
机の下が安全だ！

真剣に話を聞く子どもたち

いつ発生するかわからない、地震や水害。
子どもたちと、楽しみながら防災について学んでみませんか？
地域での集まり、子ども教室など、ぜひご利用ください。
詳しくは、お問い合わせください。
お問合わせ先⇒☎27-1177（担当：佐井）

8/22（土）～23（日）２４時間テレビチャリティーの募金受付を行いました。募金の詳細につきましては
来月にご報告させていただきますが、各会場での募金集計をお知らせいたします。たくさんの方にご協力
頂きありがとうございました。
窪川会場
大正会場
十和会場
三会場合計
募金者数
金

額

全 10 回）

115 人

24 人

66 人

205 人

202,634 円

40,311 円

25,500 円

268,445 円

なお、しまんと町社会福祉協議会 本所では 9/25（金）まで募金を受け付けております。
お問合わせ先⇒☎２２-1195（担当：柳本）

8/14（金）小規模多機能ホーム香月にてミニ縁日を
行いました。魚釣りやヨーヨー釣りを楽しみ、冷たいかき
氷にあんこ入りホットケーキを食べながら昔話にも花が
咲き、皆さん笑顔でとても楽しそうでした。ほんの少しで
すが、お祭り気分を味わって頂けたようで良かったで
す。

8/12（水）デイサービスセンターこいのぼり、こい
のぼり荘、モリグリーンフーズ、十和診療所が合同
で、防災訓練を行いました。厨房から出火した時を
想定して、それぞれ配置された係での動きを確認し
ながら訓練を行いました。皆さんご協力ありがとうご
ざいました。

