みんなで参加

みんなでつくる

支え合いのまち玉野

社協 だより
社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

〒706-0001 玉野市田井五丁目２２番１号

１９７号
２０１８年
８月

☎ 0863-31-5601

就任あいさつ

玉野市社会福祉協議会
会長 浜口 誠

池田会長の後任として、玉野市社会福祉協議会会長の大任を引き継ぐ
ことになりました。
玉野市社会福祉協議会では、様々な福祉サービスの運営実施に努め、
地域福祉活動を活性化するとともに、地域の皆様をはじめ諸団体・諸
機関との密接な協力・協働によって、地域福祉を推進しています。
現在、皆様への身近な取り組みとしては、地区社会福祉協議会やサロ
ン、百歳体操などの事業を実施しています。
これら事業の実施のため、引き続き皆様のご支援ご協力を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

会場は大賑わい♪

講師:あそびの工房 もくもく屋 事務局長 田川雅規氏
(コミュニケーション麻雀協会 代表理事)

７月１８日(水)、市内のふれあい・いきいき
サロン参加者を対象に、コミュニケーション
麻雀体験会を開催しました。
コミュニケーション麻雀は、｢飲まない｣｢吸わ
ない｣｢賭けない｣をモットーにした麻雀で
す！２～３人がチームになって相談しながら
ゲームを進めます。コミュニケーションツー
ルとして気軽に集まり、会話や交流のきっか
けが生まれます。
また、手指を動かし脳に刺激を与えるため、
介護予防にも期待が寄せられています！
１
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参加者の声
・自分たちのサロンで使ってみたい！
・参加する前は｢麻雀｣という言葉に
抵抗があったが、実際にやってみる
と、みなさんと話し合いながらゲーム
ができて、楽しかった♪
・初めて麻雀を体験したけど、楽しく
できた。
・昔、麻雀を経験しているので、馴染み
やすかった。
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平成２９年度玉野市社会福祉協議会収支決算報告
収入

493,293,309

受取利息配当金
1,046,697

支出

その他 878,759

会費 3,447,600
寄附金 4,690,652

障害福祉サービス
等事業 7,103,800

事業 11,090,950

経常経費補助金
39,319,000

貸付事業
事務費
510,000
51,719,711

助成金
6,425,421

事業費
51,812,610
固定資産取得
950,400

介護保険事業
126,812,014

人件費
384,675,760

受託金
298,181,837

貸付事業 722,000

単位（円）

496,093,902

収入の不足については前期末支払資金残高を充てました。

夏のボランティア体験事業

●ボラマネカフェ開催
５月８日(火)、夏のボランティア体験事業(夏ボラ)連絡会『ボラマネカフェ』を、
中学校・高校の教員や受入先である施設職員を対象に開催しました。夏ボラの趣
旨や目的を再確認し、福祉教育の一環であるという共通認識を図ることができま
した。また、｢地域課題を解決していく為には、自分で気づきを得てもらうことが
夏ボラの大事なポイント！｣として事例を基にグループワークを行いました。
※｢ボラマネ｣とはボランティアマネジメントの略です。

●事前研修会開催
６月２３日(土)には、夏ボラ参加者の『事前研修会』を行い、ボランティア活動に
ついての心構えや、福祉の仕事について学びました。７月中旬～８月末までの期
間、市内５７か所の福祉施設や団体のもとで、中高生３２８名がボランティア活
動をしています。さまざまな人との出会いや関わりを持ちながら、ボランティア
活動ができることを願っています！

田井小学校

６月１２日(火)、田井小学校４年生の皆さんが福祉センター
を見学しました。福祉センターを利用している皆さんの様子
やデイサービスを熱心に見学していました。

リハビリ室でいろいろな機器
を体験

福祉センター１階に集合

玉野デイサービスセンター
ではゲームを見学

社協では福祉教育の一環として、福祉センター見学の他に、車いす体験やアイマスク体験、
高齢者疑似体験の教室を行っています。
２
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おしらせ・募集
★ふれあい総合相談
▽心配ごと相談
毎週金曜日

１３:３０～１５:３０

▽弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
８月２１日(火)
９月 ６日(木)
９月１８日(火)

日時／９月２２日(土) １０:００～１４:００
場所／玉野市立図書館 多目的室大
料金／原則無料
対象／親子で来院できる人
問い合わせ／玉野おもちゃの病院事務局
☎０８６３-７１-３９２８(田淵)

★福祉センターいきいき百歳体操

▽毎週火､金曜日
１０:１５～１０:４５
(１階リハビリ室 )
▽相続・境界等財産の手続相談(要予約)
◆当日の人数によって、参加できない場合が
１３:３０～１５:３０
あります。
色
８月 ９日(木)
わく悪色
◆時間中、リハビリ機器の使用はできません。
▽介護相談
平日
８:３０～１６:３０
★ティエラ休館日
場所／玉野総合福祉センター(田井)
問い合わせ／社会福祉協議会
☎０８６３-３１-５６０１

★福祉センター休館日

▽毎週：水曜日
８月１１日(土・祝)
９月１７日(月・祝)
９月２３日(日・祝)
９月２４日(月・振替休日)

▽毎週：水曜日、日曜日
▽８月１１日(土・祝)
９月１７日(月・祝)
９月２４日(月・振替休日)

地域活動・ボランティアリーダー養成講座(全２回)
日にち

内 容

①８月２８日(火)

玉野市ボランティアの今とこれから

②９月 ４日(火)

住民主体による移動支援のい・ろ・は

参加費無料

講 師
NPO 法人 みんなの集落研究所
阿部 典子 氏
NPO 法人 移動ネットおかやま
横山 和廣 氏

※どなたでも参加できます！
時間：１３:３０～１５:３０
場所：玉野市立中央公民館 多目的室大(メルカ２階)
問い合わせ・申し込み：玉野市社会福祉協議会 ☎０８６３-３１-５６０１

ご寄附ありがとうございました
平成３０年５月１日から６月３０日までに寄せられたご寄附の報告をいたします。(敬称略)
[香典返し]
[故人]
[寄附者]
松葉八千代(長尾)
恭利
滝口 堅 (田井)
笠原一夫
藤田 智之(御崎)
正紀
佐藤千鶴子(和田)
克行
大原 計子(槌ヶ原) 昭平
３
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渡邉多嘉子(玉)
片岡 幹夫(番田)
野田 義和(波知)
濱原志保子(御崎)
藤井 康雅(和田)
高橋 光代(田井)
大賀 和弘(用吉)

細野博江
安子
和彦
堤
岩夫
吉弘
正敦

山野 謙二(玉原) 澄子
中島 節夫(長尾) 勲
[一般寄附]
馬場 正司
しののめ会
福祉センターカラオケ愛好会
会員一同
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地域包括支援センター(いきいきセンター)
玉野市宇野１－８－８

No.38

介護予防のお手伝いをします

権利を守ります
毎日を安心して生活できるよう高齢者の皆さん
の権利を守ります。
●高齢者虐待への対応
●成年後見制度の活用
●悪質な訪問販売などによる消費者被害の防止

●要支援の方の適切なサービス利用のお手伝い
介護予防に関するプラン：年間累計８,１２６件
●スキルアップ研修会：４回 計２２６名
(主任介護支援専門員など法定外研修)
●いきいきお役立ち講座：８３回 １,８２３名

相談や悩みにお応えします

暮らしやすい地域をつくります

☎０８６３-３３-６６００
高齢者の介護、福祉、医療、保健に関する総合
相談窓口です。お気軽にご相談ください。

相談件数：３,７２５件
その他
虐待・権利擁護
健康医療
介護相談

認知症

介護予防
福祉相談

●いきいき百歳体操：新規８ヵ所（計１１２ヵ所）
第２回百歳体操大交流大会：約７５０名
●ふれあい・いきいきサロン：
新規１ヵ所(計６３ヵ所)
意見交換会：年 1 回(３９サロン ６４名)
中学校区ミニ情報交換会５地区 ６６名
●認知症サポーター養成講座：２１回 ９９２名
(サポーター累計：７,１３４名)
キャラバンメイト研修会：５０名
●医療・保健・福祉相談窓口連絡会：６回
●小地域ケア会議：３地区、合計２１回
互近助ネットワーク会議支援：７ヵ所２８回
●個別ケース会議：１２回(３６件検討)
●困難ケース会議：１０回( ５件検討)

「いきいき百歳体操」サポーター
養成講座受講生募集！
みんなで元気な百歳を目指す筋力づくり運動を、地域で
支援するボランティアを養成する講座です。
回

日

程

内

容

１

１8 月 30 日(木) 高齢者の筋力運動について

２

１9 月１６日(木) 介護予防の必要性

３

１9 月 13 日(木) 体力測定にチャレンジ

４

１9 月 20 日(木) 百歳体操のポイントについて

５

10 月１2 日(火) 実施会場の体験と修了式

◆対象／市内在住で、医師から運動
制限を受けていない人
◆申込み・問い合わせ／
地域包括支援センター

☎0863-33-6600

◆時 間／10 時～12 時
◆場 所／１～４回：産業振興ビル 3 階 展示会議室
(受講者は駐車場無料)
◆場 所／１～５回：玉野市立中央公民館 多目的室大(メルカ 2 階)
◆参加費／無料
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