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災害ボランティア養成講座
玉野市社会福祉協議会では、平成２６年度に常設型災害ボランティアセンターを開設しまし
た。毎年、災害に備えて訓練を実施しており、今年度は西日本豪雨災害の状況を知るととも
に、災害ボランティアセンターの機能や、実際に災害が発生した場合に役立つ知識を学ぶ
体験型訓練など、全３回の講座を開催しました。

第１回目

日野ボランティア・ネットワークの
森本智喜氏による講義では、グループ
ワークで｢○○な玉野だったらいいな
あ｣について童心に返って考えまし
た。それぞれのグループからは｢たの
しい｣｢にぎやかな｣｢いまのままの｣と
いった意見が出ましたが、森本氏より
｢もっと童心に返りましょう！｣と声
がかかり、笑いが起きながらも今後の
玉野市について、それぞれの思いを出
し合いました。

第２回目

第３回目
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日野ボランティア・ネットワークの
山下弘彦氏から講義がありました。
災害が発生した際には、ただ災害に
よる被災状況だけを見るのではな
く、被災したことで、生活にどのよ
うな影響を与えたかを見る｢泥を見
ずに人を見よ｣という視点が被災者
支援には必要だということを学び
ました。

第１回目と同じく山下弘彦氏から
災害ボランティアセンターの支援
についての講義の後、こくみん
共済 coop<全労済>の防災体験会
を行いました。参加者は｢空き缶ラ
ンタン作り｣｢煙体験ハウス｣｢負傷
者搬送体験｣等の５つのブースを
自由に回り、災害時に役立つ知識
を学びました。

地区社会福祉協議会

『地区社協』の動き

玉野市社会福祉協議会が設置を進めて
いる、各地区で住民が主体になって活動
を行うための基盤となる組織「地区社協」
について、現在の動きを紹介します。

｢荘内地区社協｣は、昨年８月３０日、市内５つ目の
地区社会福祉協議会として設立されました。
荘内地区では、平成２９年から｢荘内地区支え合いの
地域づくりを考える会｣を立ち上げ、地域の現状や
課題、住民同士の支え合いの必要性などについての
検討をしてきました。
また、荘内全域にアンケートを実施し、住民が｢どんな
手伝いを求めているか｣や｢どんな手伝いができるの
か｣などについて調査しました。

計画策定グループワークの様子

アンケートの結果、｢住民同士の支え合い｣について、約８割の方から“必要性を感じる”と
の回答があり、｢見守りや声掛け｣｢ゴミだし｣｢買い物｣などに困っている方が多いこと、また、
そういったことをお手伝いできるという方も多いことが明らかになりました。
そして、地域の課題を解決していくためには、そのための｢仕組み｣や、活動の基盤となる｢組
織｣が必要であるとして、連合自治会、民生委員児童委員会、老人クラブ連合会、栄養改善
協議会、環境衛生協議会などの代表者が集い、｢荘内地区社協｣(会長：大西敏夫連合自治会
長)が設立されました。
現在は、今後の活動の指針となる｢活動計画｣を本年度中に策定するため、地域住民が主体と
なって解決すべき課題の把握に努めるとともに、必要な｢仕組み｣などについて検討してお
り、来年度から、具体的な取り組みを進めていく予定となっています。

社協では地域福祉推進のための活動資金を支援していただくため会員制度を設けて
います。今年度ご協力いただいた企業・団体の皆様をご紹介いたします。
㈱アール・ケア

玉野市母子寡婦福祉連合会

㈲東児

井上調剤薬局

玉野市民生委員児童委員協議会

㈱ナカヤマ

こうなん福祉会
金光教 宇野西教会

玉野市老人クラブ連合会・女性部
玉野地区保護司会

㈱正岡
グループホーム やわらぎ

㈲三友電器

㈲玉野プレス

ＮＰＯ法人ライフサポート玉野

社会福祉法人 真生会

玉原地区 たすけあい友の会

㈱和乃加

玉野市遺族連合会

玉原富岡整骨院

和楽の家

玉野市身体障害者福祉連合会

テクノウッド イノウエ㈲

東児
（五十音順）
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社協だより

おしらせ・募集
★福祉センターいきいき百歳体操
▽毎週 月･火･木～土曜日 １０:１５～１０:４５
(１階リハビリ室 )
◆
◆月･木･土曜日と火･金曜日で内容が違います。

★福祉センター休館日
２月１１日(火・祝)
３月２０日(金・祝)

★ティエラ休館日

▽毎週：水･日曜日

２月２４日(月・振替休日)

▽毎週：水曜日

２月１１日(火・祝)
２月２４日(月・振替休日)

２月２３日(日・祝)
３月２０日(金・祝)

★たまの☆なんでも相談会
弁護士等の専門職がなんでも相談をお受けします。
▽山田会場：令和２年２月５日(水)
時間／１３:００～１６:００成年後見講座・相談会
場所／山田市民センター (玉野市山田４４７－２)
問い合わせ／玉野市社会福祉協議会
☎０８６３－３１－５６０１

★ふれあい総合相談
▽弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
２月１８日(火)
３月 ５日(木)
３月１７日(火)
▽相続・境界等財産の手続相談(要予約)
２月１３日(木) １３:３０～１５:３０
▽介護相談
平日

８:３０～１６:３０

場所／玉野総合福祉センター(田井)
問い合わせ／玉野市社会福祉協議会
☎０８６３－３１－５６０１

令和元年度 たまの みんなが輝く
まちづくりフォーラム
日 ３月２２日(日) 場 荘内市民センター
時 13:00～15:30 所 (玉野市用吉 1186-1)
岡山県内の介護予防・
生活支援サービス事業の紹介 他
問い合わせ／玉野市社会福祉協議会
☎０８６３－３１－５６０１

子育てをサポートする活動をしてみませんか？

子育て応援隊募集中!

市内在住で子育てを応援したい、子どもが大好き、車の運転は得意
という方など、育児援助ボランティア活動(報酬あり)に理解と熱意の
ある方は是非お問い合わせください。
※子育てに関する講習会(５回)を受講後に活動になります。
★入会説明会を実施します(要予約)★
日にち
時 間
※印鑑が必要です。
※登録には１時間程度
２月６日(木)・２０日(木)
〈全日共通〉
かかります。
３月５日(木)・１９日(木) ９:３０～１６：００

「忙しいお母さんの代わりに
幼稚園へ迎えに行き、
自宅まで送ります」

問い合わせ／玉野市子育てファミリー・サポート・センター ☎０８６３－３２－３７７８

ご寄附ありがとうございました
令和元年１１月１日から１２月３１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]
[寄附者]
石井 忠司(後閑)
尾﨑 一正(東田井地)
近藤 高明(神奈川県)

[故人]
久美子
國子
勝敏

藤原
藤原
鷹取
大賀

均 (小島地)
尚弘(倉敷市)
薫 (東七区)
絹子(小島地)

彰
克己
恒子
延弘

[一般寄附]
田井 汎
田井地区コミュニティ協議会
秋の祭典

寄附で購入しました
玉野光南高校生徒会から寄附をいただき、福祉教材｢高齢者疑似体験セット｣
を購入しました。玉野市内の各小学校に出向いて行う福祉体験教室の授業で
活用させていただきます。ありがとうございました。
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社協だより
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
☎０８６３－３３－６６００

№46

ロコモってご存知ですか？
｢ロコモ｣とは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)といい、筋力
低下、バランス感覚の低下、骨・関節・筋力に関わる病気などから運動
器が衰え、日常生活の｢立つ｣｢歩く｣などの動作が困難になる状態のこと
です。そのまま放っておくと、閉じこもりから寝たきりになる可能性が
あります。
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７つのロコモ危険度チェック
□片足立ちで靴下が履けない
□家の中でつまずいたりすべったりする
□階段を上がるのに手すりが必要
□家のやや重い仕事が困難
□２㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難
□１５分くらい続けて歩くことができない
□横断歩道を青信号で渡りきれない
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※１つでも当てはまればロコモの心配があります。

ロコモトレーニングで予防しましょう!!

続けることが
サロンで百歳体操!

肝心です
※息を止めない
で行いましょう

① 片脚立ち
左右１分間ずつ、
１日３回行いましょう

②スクワット

出
か
け
よ
う
や

こ
れ
か
ら
も

１日３回
5～６回繰り返
しましょう
床につかない程度
に片足を上げる

一足
緒に
に自
来信
れが
たつ
わい
て
、

ひざへの負担を避けて、ひざは９０
度以上曲げないようにする
※支えが必要な場合は
両手や片手をついて行
いましょう

生活の中で出来ることは･･･

ひざがつま先より前に出ない
ようにする
肩幅より少し広めに足を広げて
立ち、つま先は３０度くらい開く

✾しっかり栄養を取りましょう
1 日 3 回の食事からバランスよく摂る
ことが大切です。

✾暮らしの中に運動習慣を取り入れましょう
いまより 10 分多く身体を動かすことが
ロコモ予防に繋がります。

お役立ち講座「バランスよく
食べて健口に!」で詳しく説明
をしています。
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