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人と心がきづくまち

 
地域のみんなで考えよう！
 “支え合いの地域”のための福祉学習‼
　地域で自分らしく暮らすためには、何が大切な事だと
思いますか？　地域のみんなと手と手を取り合いなが
ら、地域全体が幸せであるために…　安芸市社会福祉協
議会では、市内の学校や企業、地域のサロンなどに出向き、
福祉体験プログラムを通して地域で暮らす様々な人の気
持ちや、安心して生活できる地域づくりについて皆さん
と一緒に考えていきます。
　例えば、「赤十字救急法」では、日常生活における事故
防止や止血の方法、包帯の使い方や災害時の心得などを
学習。また、「ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）」では、避難
所の円滑な運営を図ることを目的に、災害時の避難所開
設時にどういうことが起こりうるのか、どう対応するの
かなど、予想されることについて学びます。
　地域や学校などで福祉学習の希望があれば、お気軽に
お問い合わせください。

バンダナを使って

止血の方法を学習！

HUG 訓練で

避難所運営を考える！
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ファミサポ★

からのお知らせ

第３回まかせて会員
養成講習会の報告

両会員さんによる
会員交流会を開催します

まかせて会員のための
フォローアップ研修会を開催

第４回まかせて会員
養成講習会のお知らせ

　７月21日（土）・22日(日)に、まかせて会員

講習会を開催しました。講習会では、保健師

による「子どもの栄養や発達」についての講

座や、消防本部による「もしもの時に備えて

の心肺蘇生法」、子ども福祉の専門講師によ

る「子どもの遊びやおもちゃ作り」など、2

日間にわたって学びました。

　今回の講習会で、新たに 5 名の方がまかせ

て会員となり、「少しでも子育ての役に立て

れば」という声も聞かれました。

　おねがい会員とまかせて会員の会員同士の
交流をはかるとともに、ファミサポみるきぃ
の輪を広げることを目的に、ハロウィンイベ
ントを開催します♪　みるきぃ会員の方はも
ちろん、ファミサポみるきぃへ入会を検討し
ている方も、ぜひご参加ください☆
　◆日　時：平成30年10月28日（日）
　　　　　　13：30～15：00
　◆場　所：安芸市総合社会福祉センター
　　　　　　２階和室
　◆内　容：ハロウィンのお菓子入れ作りの
　　　　　　他、おみやげも用意して待って
　　　　　　います♪
　◆参加料：無料

◆日　　時：平成31年１月10日（木）・11日（金）
　　　　　　９：00 ～ 16：50
◆場　　所：安芸市総合社会福祉センター
◆内　　容：専門講師による子どもの発育、栄
　　　　　　養、心の発達や保育に関する講習
　　　　　　等
◆参加資格：安芸市内在住の20歳以上で、自
　　　　　　宅で子どもを預かることのでき
　　　　　　る方
◆参 加 料：無料

　まかせて会員さんのスキルアップを目的に、
フォローアップ研修会を計画しました。みる
きぃのまかせて会員さんは、ぜひご参加をお
願いいたします。
　◆日　時：平成30年12月２日（日）
　　　　　　13：30～15：00
　◆場　所：安芸市総合社会福祉センター
　　　　　　2 階中会議室
　◆内　容：お子さんを預かった際の応急手
　　　　　　当法
　◆参加料：無料

　「安芸市ファミリー・サポート・セ
ンターみるきぃ」は、子どもを持つ
すべての家庭が地域の中で安心して
子育てができるよう、子育てのお手
伝いをしてほしい「おねがい会員」と、
子育てのお手伝いをしてくれる「ま
かせて会員」による、相互援助活動
をサポートしています。

平日開催！
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　赤い羽根共同募金は、方向性を「参加と協
働による『新たなたすけあい』の創造」と定め、
子ども達、高齢者、障害者などに向け、小さ
なことから大きなことまで、さまざまな福祉
活動に役立てられています。また、募金は災
害時に「災害ボランティアセンター」の設置
や運営など、被災地支援にも役立てられます。
　ぜひ、皆様方のご理解とご協力をいただき
ますよう、よろしくお願いいたします。
　平成29年度に皆さまからいただいた安芸市
地区の寄付金は、地域での敬老会やサロン事

業、日本赤十字社や子ども会の活動など、各地
域や福祉団体、更生保護団体や障害者施設の社
会福祉活動に使わせていただきました。たくさ
んのご厚意をありがとうございました。

今年の安芸市の　　　　　　　　
　　赤い羽根共同募金目標額

3，480，00円

※安芸市では、平成31年１月から３月のテーマ募金は実施いたしません。

　平成 27 年度より始まった「あき元気応援
マイレージ」は、現在99名の方が登録し、半
数の方がボランティアとして活動されていま
す。毎年２回、登録研修会を開催していますが、
日程が合わないために参加できない方もたく
さんいらっしゃいます。そこで、出前研修会
を企画しました！
　公民館や集会所、個人のお宅でも結構です。
少人数でもご希望があれば伺いますので、ご
希望の日時、場所、人数などをお申し込み時
にお知らせください。

「あき元気応援マイレージ」
出前研修会のお知らせ

＊対 象 者　　安芸市内在住の65歳以上の方で、
　　　　　　　①要介護（要支援）の認定を受
　　　　　　　　けていない方　
　　　　　　　②介護保険料の滞納がない方
＊内　　容　　　あき元気応援マイレージの概
　　　　　　　　要、介護予防について、認知
　　　　　　　　症の話など
＊所要時間　　1 時間 30 分～ 2 時間
＊問合せ・申し込み先
　　　　　　　安芸市社会福祉協議会
　　　　　　　TEL：35-2915
　　　　　　　FAX：35-8549

赤い羽根共同募金運動が
　　10月からはじまります
赤い羽根共同募金運動が
　　10月からはじまります
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　多年に渡り、社会に貢献されてきた高齢者の方々の健康と長寿をお祝いする敬老会は、地区社協、日
赤奉仕団、婦人会などが中心となり、今年も各地域の公民館などで順次開催されています。また、黒鳥
地区では８年ぶりの開催となりました。
　式典会場は、地域の子ども達のかわいい踊りや歌に笑顔がほころび、有志の方々による余興に拍手や
笑い声で包まれています。日頃の感謝の気持ちを込めたボランティアさん達の温かいおもてなしを受け、
おいしい料理やおしゃべりなど、高齢者の皆さんは秋の一日を楽しまれています。
　皆さまがますます健康で、毎日を元気に過ごせますよう心よりご祈念申し上げます。

東川地区 内原野団地 伊尾木地区

川北地区 井ノ口地区 下山地区

土居地区 江川地区 黒島地区

安芸町 奈比賀地区

長寿を祝う敬老の日
おめでとうございます
長寿を祝う敬老の日
おめでとうございます
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安芸災害ボランティアセンター概要

◆ニーズ受付件数　　
　27件（実件数18件）
◆主な活動内容　　　　
　●家屋や庭の泥かき
　●家財の搬出
　●床下・床上の清掃
　●土砂・流木の撤去
◆ボランティア受入数

◆運営協力団体・組織◆
高知県社会福祉協議会、日本赤十字社高知県支部、公
益財団法人日本青年会議所、こうち生活協同組合安芸支
所、安芸福祉ボランティア協会、安芸市民生児童委員協議
会、安芸市赤十字奉仕団、有限会社横山建設、高知県立
安芸桜ヶ丘高等学校生、高知県立安芸高等学校生、高知
県立大学生、高知大学生、高知ユナイテッドスポーツクラ
ブ、高知ファイティングドッグス、仁淀消防組合消防本部、
徳島レスキューサポートバイク、高知医療センター、高知
県立消費生活センター、中央農業振興センター、安芸林
業事務所、SMBC 日興証券株式会社、奈半利町地域おこ
し協力隊、安芸青年会議所、公益社団法人高知青年会議所、
南海トラフ地震対策推進安芸地域本部、安芸福祉保健所、
公益財団法人隊友会、高知県職員、安芸市役所職員、そ
の他多くのボランティアの皆さん
◆寄付・資機材寄贈◆
公益財団法人安芸法人会、株式会社ユナイテッドスポーツ
クラブ、安芸市赤十字奉仕団伊尾木分区、安芸市赤十字
奉仕団井ノ口分区、こうち生活協同組合安芸支所、一般
財団法人吉野川青年会議所、一般社団法人阿南青年会議
所、一般社団法人徳島青年会議所、公益財団法人日本青
年会議所、高知県庁、安芸市役所（敬称略、順不同）

ご支援ご協力ありがとうございました

実数 延数

7 月 9 日（月） 1名 1名

7 月 10 日（火） 28名 28名

7 月 11 日（水） 45名 51名

7 月 12 日（木） 67名 74名

7 月 13 日（金） 105名 113名

7 月 14 日（土） 138名 153名

計 6 日間 384名 420名
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　この度の「平成 30年７月豪雨」におきましては、西日本を中心に、広い範囲で記録的な大雨
が続き、全国的に多大な被害をもたらしました。まずは、被災された皆さまに、心よりお見舞
い申し上げます。
　安芸市でも、中山間地域をはじめとする床下・床上浸水等の被害を受け、７月９日に「安芸
市災害ボランティアセンター」を開設しました。センター運営にあたり、皆さまに物心両面よ
り多大なご支援・ご協力を賜りましたことを、心より深く感謝申し上げます。皆さまのお力添
えのもと、ボランティアセンターは 7月 14日をもって閉所いたしました。
　安芸市社会福祉協議会では、災害ボランティアセンターの運営訓練を毎年行っております。
今回のセンター運営で皆さまからいただいたご意見等を、今後の訓練等に幅広く活用させてい
ただきます。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

平成30年７月豪雨における
安芸市災害ボランティアセンター
の報告

平成30年７月豪雨における
安芸市災害ボランティアセンター
の報告
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　８月25日・26日の 2 日間で開催された、24時間テレビ41「愛は地球を救う」のチャリティー募金に
て、今年もたくさんの方に愛をいただきました。また、各福祉団体の方をはじめ、障害者主体の集まり
「ニコスマイル」や、高校生にもボランティアとしてご参加いただきました。
　皆さまからのたくさんのご協力をありがとうございました。

皆さまからお預かりした募金は

福祉車両の贈呈、
障害者スポーツ

支援など

　ニコスマイルのメンバーが、第 18

回全国障害者スポーツ大会「福井しあ

わせ元気大会」に、陸上競技選手とし

て出場することになりました！　この

全国大会は、10月13日（土）～ 10月

15日（月）の 3 日間、福井県にて開催

されます。健闘をみんなで祈りましょ

う☆　頑張れ！

第18回　全国障害者
スポーツ大会に
出場します！

　安芸市の各社会福祉団体間の交流と活性化を目
的に、今年で 33 回目の開催となる「福祉ふれあ
いバザー」。今年は、毎年恒例「あき・元気フェス
タ」との同時開催に加え、「世界津波の日イベント」
なる、防災イベントも開催します！
◆と　き
　平成 30 年 11 月 4 日（日）
　9：00 ～ 13：00（販売品が無くなり次第終了）
　※販売は 9：20 よりスタート
◆ところ
　安芸市総合社会福祉センター
　安芸市健康ふれあいセンター「元気館」
　※雨天決行
◆出　店

もち、五目寿司、赤飯、
焼き菓子、野菜、焼きそば、
アイスクリン、引き出物、小物、雑貨、コケ玉、
多肉食物寄せ植え、ボッチャ体験など

※一部、販売品が変更になる場合があります。ご
了承ください。

今年はちょっと

盛りだくさん

第33回
福祉ふれあいバザー開催

今年もたくさんの
出店を予定して

います。ご家族揃って
ぜひお越しください！

24時間テレビ41
チャリティー募金のお礼

安芸市会場
募金額

203，278
　　　　　円

福祉
環境保護活動

支援事業

環境

災害復旧
支援事業

災害復旧

に役立てられます。

ご協力ありがとう

ございました
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社会福祉法人

〒784-0007　安芸市寿町2-8　TEL35-2915　FAX35-8549
URL:http://www.aki-wel.or.jp

安芸市社会福祉協議会〈総合社会福祉センター内〉

〒784-0007　安芸市寿町2-8　TEL35-2915　FAX35-8549

安芸福祉人材バンク〈総合社会福祉センター内〉

〒784-0007　安芸市寿町2-8　TEL32-0100　FAX35-0103

在宅介護支援センターはまかぜ〈総合社会福祉センター内〉

〒784-0007　安芸市寿町2-8　TEL37-9333　FAX35-8549

ホームヘルパーステーションあ   き〈総合社会福祉センター内〉

〈総合社会福祉センター内〉

〒784-0007　安芸市寿町2-3　TEL35-8188　FAX35-8187
デイサービスセンターはまちどり

〒784-0007　安芸市寿町2-8　TEL35-2915　FAX35-8549

〒784-0007　安芸市寿町2-8　TEL34-3540　FAX35-8549

障害者相談支援センターあ　き

安芸市ファミリー・サポート・センターみるきぃ

〒784-0007　安芸市寿町2-8　TEL35-2915　FAX35-8549

生活相談支援センターあ　き 〈総合社会福祉センター内〉

　今年も各地区で敬老会が開催され
る中、黒鳥地区では 8 年ぶりに敬老
会が再開しました。少子高齢化や担
い手不足が叫ばれる中、こうした地
区行事の復活には、夢と希望を感じ
ます。できる事をできる人から…　
そんな地域づくりをしていきたいで
すね。（北野）

安芸市総合　　　
社会福祉センター

安芸市戦没者
追悼式のご案内

　今年も、「安芸市戦没者追悼式」が
開催されます。先の大戦で戦禍に倒
れた尊い命に追悼の意を捧げると共に、
世界の平和を祈念します。
　式典は、平服での参加でもかまいま
せん。また、遺族以外の方でも参加い
ただけます。多くの方のお越しをお待
ちしております。

介護・福祉の就職面接会に
ぜひご参加ください！

　安芸福祉人材バンクでは、下記の日程で就職面接会を
開催します。介護・福祉の仕事に興味のある方は、ぜひ
参加してみてください。面接会と言っても堅苦しいもの
ではありません。相談したいことや聞いてみたいことが
ある人は、気軽にご参加ください。

◆日　時
　平成30年10月19日（金）　13：30～15：00
◆場　所
　田野町老人福祉センター（安芸郡田野町1828-4）

介護福祉就職面接会 in 東部

◆日　時
　平成30年11月7日（水）　13：00～14：30
◆場　所
　安芸市総合社会福祉センター3階大会議室
　（安芸市寿町2-3）

かいご・ふくし就職面接会

　◆日　時
　　平成 30 年 11 月 10 日（土）
　　　受付 13：00 ～
　　　開式 13：30 ～
　◆会　場
　　安芸市民会館
　◆主　催
　　安芸市
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ひとりで悩んでいませんか？
安芸市社会福祉協議会は、「福祉総合相談所」を開設、運営しております。　　　　
日常生活をするうえで困ったこと、悩みごとなどありましたら、是非ご利用下さい。

　場　　所　　安芸市総合社会福祉センター 1 階
　　　　　　　相談室（☎ 35-2915）
　　　　　　　※年金相談は、2 階中会議室にて開催
　相談内容　　児童に関する相談・障害に関する相談・
　　　　　　　心配ごとに関する相談
　　　　　　　人権に関する相談・行政に関する相談・
　　　　　　　生活福祉に関する相談など

人権相談 毎月
第 1 木曜日

10：00～
　　　15：00 人権擁護委員

障害相談 随時 8：30～
　　　17：30 障害者相談員

年金相談 毎月
第 1 木曜日

10：00～
　　　15：00
088-864-1111

南国年金事務所

行政相談 毎月
第 3 水曜日

10：00～
　　　15：00 行政相談員

司法書士相談 毎月第 1、
第 3 土曜日

要予約／
088-825-3143 司法書士会

Ｄ Ｖ 相 談 毎月第 2、
第 4 金曜日

10：00～
　　　15：00 カウンセラー

生 活 相 談 月曜～金曜日 8：30～
　　　17：30

生活支援員
就労支援員

◆秘密は堅くお守りします　◆相談は無料です
◆相談日が変更になる場合もあります（祝祭日・年末年始など）

　専門相談日程表

お電話による相談も受
け付けています。ひと
りで悩まず、どんな事
でもご相談ください。

ミニデ
イ・サロン活動のご紹介ミニデ
イ・サロン活動のご紹介

高齢者の健康づくりや地域の子ども達との交流会など、
安芸市内15カ所で行われているミニデイ・サロン活動。
今回は、東川地区「むつみの会」をご紹介します。

　秋の気配を少し感じはじめた 8 月下旬、東川地
区のサロン「むつみの会」におじゃましました。
　月に 1 回開催されているこちらのサロンは、毎
回手作りの昼食付き☆　取材に伺ったこの日は元
気館の保健師さんも参加しており、サロン利用の
皆さんは、安芸市の健康手帳を片手に、健康測定
や健康相談を熱心に行っていました。また、サロ
ンには駐在さんも参加してくれているそうで、サ
ロン運営のサポートや詐欺などの注意喚起等もし
てくれるそうです。利用者さんからは、「いろん
な情報を教えてくれるからありがたい」「とって
も心強い」などの声が聞かれました。
　皆さんでおしゃべりを楽しみながら昼食をいた
だいた後は、いきいき百歳体操をしたりと、1 日
かけてゆっくりとした時間を過ごされました。
　東川地区ではこの他に、「道端サロン」や「か
まん企画の移動販売」など、地域の皆さんが集う
場が設けられています。
　「むつみの会」の皆さん、これからもお元気で
活動を続けていってください！

◦ 8◦

要予約

むつみの会

　東川公民館を拠点に活動を行う「むつ
みの会」の皆さん。月に 1 回の開催では、
健康チェックや体操、皆での昼食を楽し
みに、多い時で10名ほどの利用者さんが
集まります。

要予約
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