たまの

令和４年度

社協

「地域活動・ボランティア
養成講座」開催！

だより

～つながろう！つくろう！私たちができる
地域の支えあい助けあいの輪～

２０２２年８月

２２１号

無印良品や
市内の移動販売車で
買い物体験！

８月１７日(水)

８月２４日(水)

(１１：３０～１６：００)

10：00～12：00

10：00～12：00

自由に参加できます！

「高齢者の体の変化を疑似体験で学ぼう」
～車いすや点字ブロック等の疑似体験を通して、
相手の立場で考える大切さを学ぼう～

受講生以外の方も

「日常生活のちょっとした困りごとの
家事手伝いや心がけ」
＜講師＞まごころサービス倉敷
河野 厚子 氏

＜講師＞玉野市社会福祉協議会 職員

★移動販売車で買い物体験！
※駐車場は台数に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせてお越しください。

８月３１日(水)
10：00～12：00
「認知症の人へのかかわり方や
家族の思い・地域の居場所」
＜講師＞地域包括支援センター 職員
認知症キャラバンメイト

●対 象 者：玉野市にお住まいまたはお勤めの方
●場

所：田井５-２２-１(総合福祉センター)

●受 講 料：無料
●定
●

員：３０名 ※３回シリーズの講座です。
：８月１２日(金)

【申し込み・問い合わせ】 玉野市社会福祉協議会(総合福祉課・地域福祉係)
☎０８６３-３１-５６０１ FAX.０８６３-３２-１１０５
社会福祉法人ネットワーク協議会発信！

～｢災害用資機材ストックヤード｣のチラシを作成しました～
市内 15 法人が協力して設置した「災害用資機材ストックヤード」の
チラシを市民センター等へ置いています。
資機材の使用手順などが書かれていますので、ぜひご覧ください。
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【社協だよりに関する問い合わせ】 社会福祉法人玉野市社会福祉協議会（玉野総合福祉センター内）
〒706-0001 玉野市田井５-２２-１ ☎ ０８６３-３１-５６０１ FAX. ０８６３-３１-５６３８

社協だより

いきいき健康ウォーク
グループ大募集！

マス目を塗って玉野１周を目指そう！
グループをつくり、週に１回３０分以上、お住まいの地域を
歩きます。１回の歩行につき、地図のマス目を１つ塗ります。
ただし、マス目を塗ることができるのは１週間に１回だけです。

対象
◇おおむね６５歳以上
◇医師から運動制限を受けて
いない方
◇３人以上のグループ
日比だるま会１グループ

参加費無料

完歩賞
あります

【いきいき健康ウォークを始めて良かったこと】
☆皆とおしゃべりをしながら歩いて楽しい。
☆体の調子が良くなった。
☆いろいろな場所を歩いて新鮮で楽しい。などなど
◇申し込み:地域包括支援センター ☎0863-33-6600
玉野市社会福祉協議会 ☎0863-31-5601

日比だるま会２グループ

令和４年度 第１回常設型災害ボランティアセンター運営委員会
及び 赤十字奉仕団役員会を開催しました。
５月３０日(月)、それぞれの要綱
や規程を見直すとともに、年間
の活動計画、情報の共有を行い
ました。今後は災害に関する研
修、訓練を実施し、更なる連携強
化と災害時に迅速に支援できる
体制をつくっていきます。

令和３年度玉野市社会福祉協議会収支決算報告
収入 430,033
受取利息配当金

244

支出 450,896
その他 391

会費 3,150
寄附金 1,884
経常経費補助金

障害福祉サービス
等事業 5,597

39,049

単位（千円）

貸付事業 200

助成金 6,298

事務費 51,312
事業費 31,230

介護保険事業

80,174

固定資産取得

3,406

事業

7,317
貸付事業

281

受託金

291,946

人件費

358,450
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社協だより

お知らせ・募集

▼ふれあい総合相談

新型コロナウイルスの感染状況等により、中止･延
期の場合があります。

▼福祉センター休館日
○毎週土・日曜日
○８月１１日(木･祝)
○９月１９日(月･祝) ○９月２３日(金･祝)

◆弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
８月１６日(火)、９月２０日(火)
◆相続･境界等財産の手続き相談(要予約)
１３:３０～１５:３０
８月４日(木)、９月８日(木)
◆労務相談(要予約)
９月８日(木) １０:００～１２:００
◆介護相談 ８:３０～１６:３０
月～金曜日(祝日･年末年始を除く)

▼福祉センターいきいき百歳体操
○月･火･木･金曜日 １０:１５～１０:４５
○水曜日
１３:３０～１４:００
※当日の人数によって参加できない場合があります。
※月･水･木曜日と火･金曜日で内容が違います。

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

連日！地区社協が設立！
宇 野小学 校区

田井地区
令和４年６月２９日(水)、市内で６番目となる
田井地区社会福祉協議会が設立されました。
田井地区に住む人々が住み慣れた地域で暮らし
続けることができるようにスローガンである
「温もりあふれる支え合いのまちづくり」の実
現を目指していきます。

宇野地区と藤井地区で地区社協設立に向け
て協議を進め、各々の地区で合意が得られ
たことを受けて、市内７番目となる宇野小
学校区地区社会福祉協議会が令和４年６月
３０日に設立されました。

お知らせ
刺し子でデザインした花布巾の作成販売に取り組む｢翔の会｣は、収益
金を玉野市ボランティア連絡協議会加盟団体の｢たまの要約筆記サー
クル｣に寄附をされました。要約筆記サークルでは書画カメラ、プロ
ジェクターを購入し、今後の活動に役立てる予定です。

ご寄附ありがとうございました
［香典返し］
［寄附者］
岡田

［故人］

友子(瀬戸内市)

松代

藤原

英郷(南七区) 米子

近藤

育子(長尾)

忠司

藤澤 昭人(築港)

章好

松岡 孝司(長尾)

隆一

［一般寄附］
株式会社ダイナム

【令和４年５月～６月受付】承諾をいただいた方のみ掲載しています。(順不動、敬称略)
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社協だより

介護予防サポーター養成講座
令和４年度

受講生募集！

介護予防や健康づくりについて学び、地域の人たちと
ともに介護予防に取り組むボランティアを養成します。

回
１
２

◆場 所：産業振興ビル ３階展示会議室
◆対 象：市内在住で、医師より運動制限を受けて
いない方

４

◆受講料：無料
◆申し込み：

３

日 程

内 容

９月２２日（木）
１０時～１２時
９月２９日（木）
１０時～１２時
１０月 ６日（木）
１０時～１２時
１０月１３日（木）
１０時～１２時

効果的な運動で介護
予防につなげよう
百歳体操･サロン･健康
ウォークについて
体力測定にチャレンジ
修了式

☎０８６３-３３-６６００

地域包括支援センター
玉野市宇野１－８－８
（担当：多曽田・山本）

令和３年度地域包括支援センター事業報告
相談や悩みにお応えします
高齢者の介護、福祉、医療、保健などに
関する総合相談窓口です。

相談件数：５,４８２件
生活困窮

介護離職
その他

ゴミ屋敷
虐待・権利擁護

介護相談

健康医療

介護予防のお手伝いをします
◆介護予防に関するプラン作成：7,364 件
（要支援の方の適切なサービス利用のお手伝い）

◆いきいきお役立ち講座：17 回 計 318 名
◆通いの場等の支援
・いきいき百歳体操：116 ヵ所
・ふれあい・いきいきサロン：62 ヵ所
・いきいき健康ウォーク：16 グループ
◆スキルアップ研修：4 回 計 226 名
（主任介護支援専門員の法定外研修を兼ねる）

認知症
介護予防
福祉相談

◆わがまち福祉相談会：
相談件数 47 件
（11 地区 計 65 回）

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

暮らしやすい地域をつくります
◆認知症事業
・認知症サポーター養成講座：19 回 計 454 名
（サポーター累計：9,367 名）
・キャラバン・メイト連絡会：3 回 計 69 名
・認知症研修会：1 回 55 名
・チームオレンジ：2 回 計 32 名
◆医療・保健・福祉相談窓口連絡会：6 回
◆小地域ケア会議：4 地区 計 10 回
・互近助ネットワーク会議支援：
10 ヶ所 計 15 回
◆個別ケース会議：11 回 検討数 37 件
◆困難ケース会議：２回 検討数２件
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