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第12回 黒潮町社会福祉大会・福祉まつりを開催！
それぞれの分野でのご活躍
おめでとうございます

社会福祉大会では、永年にわたり地域社会
福祉に貢献された模範高齢者、長期にわたり
在宅介護を続けている介護者の方々への表彰
式、町内小中学校の児童生徒による心温まる
意見発表が行われました。
続く福祉まつりでは、「認定特定非営利活動
法人カンガルーの会」副理事長 中西稔氏を講
師に迎え、【地域で子どもを育む】と題して講
演を行いました。子育てで大切なことや上手
な誉め方、地域での声掛けの大切さなどポイ
ントを丁寧に説明いただき、参加者も熱心に
耳を傾けていました。
みのる

◎黒潮町町表彰（模範高齢者）9 名
◎黒潮町社協会長表彰（優良介護者）1 名
また、最後に行われた大方ライオンズクラブ提供の
お楽しみ抽選会では、景品が当たるたび歓声が上がり
大いに盛り上がりました。

声掛けは
「にこやかな笑顔」
でしましょう！

〜児童・生徒の意見発表〜
●田所

星那さん（上川口小学校 6 年生）

『仲の良い学校を目指して』
●藤原

千夏さん（田ノ口小学校 5 年生）

『みんながくらしやすい世の中に』
●山沖

遥奈さん（大方中学校 3 年生）

『誰もが

生きる希望を！』

強風にも負けず、
賑やかな出店コーナー

～関係機関と多くのボランティアの皆様ご協力ありがとうございました～

民生委員・児童委員は
わたしのまちの一番身近な相談員です。
住民の暮らしを応援するために、国と高知県から委嘱を受けて活動しています。専門家ではありませんが、
子どもからお年寄りまで、様々な困りごとをみなさんと一緒に考えサポートしていきます。

◎民生委員・児童委員は、どういう人ですか？
民生委員・児童委員は、みなさんと同じ住民のひとりです。住民が住み慣れた地域で安心して住み続け
られるように、常に住民の立場に立って、困りごと等の相談や助言を行っています。
※民生委員・児童委員は、法律に基づき守秘義務が課せられています。

◎民生委員・児童委員は、どのようなことをしていますか？
普段は、ひとり暮らしの高齢者などのお宅を訪問し、安否を確認するなどの見守り活動や話し相手となっ
ています。また、子どもから高齢者まで暮らしに関する様々な相談に応じ、福祉情報を提供したり、役場
や専門機関に「つなぐ」こともあります。

◎主任児童委員は、どういう人ですか？
主任児童委員も民生委員・児童委員のひとりですが、特定の区域を持たず、いじめや不登校の問題、児
童虐待の早期発見・早期対応に向けて、学校や児童相談所などの関係機関と連携し、区域を担当する児童
委員と一緒に問題を抱える家庭の支援を行います。

◎民生委員・児童委員は、町内に何人いますか？
黒潮町では、約 114 世帯（22 ～ 302 世帯）に１人の割合で選任されています。
町内では、53 名の民生委員・児童委員がおり、町民が生活する全ての区域をカバーしています。このう
ち主任児童委員は大方地区 2 名、佐賀地区 2 名が活動されています。

◎民生委員・児童委員は、ひとりで活動していますか？
法律に基づき、民生委員の組織（地区民生児童委員協議会）を設置しています。他の民生委員と一緒に
活動しており、活動上の悩みが生じた場合は、相談しながら対応することもあります。また、社会福祉協
議会や役場などの関係機関もサポートしています。

※困りごとや悩みごとなど、お気軽にご相談ください。相談上の秘密は必ず守ります。

【環の会フリーマーケット】など、たくさんのご寄付ありがとうございました。
タオル・年賀はがき・プルタブ・お米・食器等々…の品々（順不同）
大塚
松岡
乾
奥谷

康子さん
桂子さん
都海さん
佐恵さん

武政
浜田
乾
松田

～環の会～より

充子さん
美知さん
英子さん
加代さん

下元 清子さん
田辺 満子さん
芝﨑喜美子さん
㈱文誠堂さん

高橋 長子さん
小谷芙美子さん
千谷 章彦さん
俳画サークルさん

フリマへのご協力のお礼

福祉まつり参加にあたり、タオルや食器などたくさんのご寄付をい
ただきありがとうございました。おかげさまで、福祉まつりでの売り
上げは《13,740 円》でした。これは、今後の環の会での活動費とさ
せていただきます。
本当にありがとうございました。
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中！

教育委員会が主催する「人権教育推進講座」の研修の一つとして、佐賀町民
館で高齢者疑似体験を行いました。体験セットを装着し、申請書類の記入やペッ
トボトルの開閉、階段の昇降など日常動作を中心に体験していきました。
参加者からは「感覚がつかめず、力の加減が難しかった」「普段疑問に感じて
いた高齢者の行動の意味が理解できた」など、当事者の気持ちを感じ、これか
ら現場で実践してくれることと思います。

眼鏡で見にくいし、
重りとサポーターで
動きづらい

アイマスク体験中
（小学生）

思ったより
書きにくい

下りるの怖い

校舎内で疑似体験
（高校生）

黒潮町社協では、高齢者疑似体験をはじめ車いす体験・アイマスク体験
等の福祉体験学習を行っています。学習の目的に応じて、各センターで行
う場合や小学校へ出向いて実施しています。
この他にも、中・高校での実施や職員研修にも活用していますので、体
験学習や研修に使いたい時は、ぜひ黒潮町社協までお声がけください。

黒潮町保健福祉センターよりお知らせ！
１月の黒潮町役場大方庁舎移転に伴って、夜
間、休日の宿直がなくなりました。そのため、
平日夜間・休日は会場利用者による鍵の開け
閉めや戸締りをお願いします。会場予約の際
にご確認ください。
◎利用時間が「平日夜間」
鍵の受け渡し 当日「午後５時15分」まで

鍵 の 返 却

翌日中の返却
（土日・祝日を除く）

◎利用時間が「土・日・祝日」
鍵の受け渡し

金曜日「午後５時15分」まで
（祝日の場合、その前の日まで）

鍵 の 返 却

翌日中の返却
（土日・祝日を除く）

日常生活自立支援事業をご存知ですか？
認知症の高齢者や障害のある方などが、福祉サービスの利用や家賃・公共料金などの支払い、生活費などを計
画的に使うことに不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、ご本人との契約に基づ
きお手伝いする制度です。

こんなことに困っていたら…

どんなことをしてくれるの？
●福祉サービスの利用援助
自分にあった福祉サービスを一緒に考えます
～福祉サービスのお手伝いにあわせて、
次のようなサービスも利用できます～
●日常的金銭管理サービス
預貯金の出し入れや公共料金の支払いなど日常
のお金のやりとりをお手伝いします
●書類などの保管サービス
定期預金証書や実印など重要書類を金融
機関の貸金庫を利用して保管します

●福祉サービスを使いたいが、どうす
ればいいかわからない
●計画的にお金を使いたいけど、いつ
も迷ってしまう
●最近物忘れが多くて、預金通帳を
ちゃんとしまったかいつも心配
●介護保険関係の書類がたくさんくる
けど、どう手続きしたらいいかわか
らない
・・・など

利用料金は？
◆訪問などによる援助 ・・・ 1 時間 1,500 円（30 分単位でも利用できます）
◆書類などの保管サービス ・・・ 年間 6,000 円（分割払いできます）

ご相談・お問い合せ⇒黒潮町社会福祉協議会（本所：43-2835・支所：55-3371）まで

行 事 予 定 2～3月

ご寄付いただきました。
ありがとうございます！

～心配ごと相談～
町社協では、皆さんの心の負担が少しでも軽くなる
よう「悩みごとや苦情」等々の解消を目指して、下記
日程により相談をお受けしています、お気軽にご利用
ください。
※開催時間

●午前10〜12時
●午後 １ 〜 ３時

《大方地区（巡回相談）》
●２月２日（金）

◎町民福祉向上を願って
●黒潮町グラウンドゴルフ愛好会
●大方ライオンズクラブ
●陶芸クラブ小袖貝 ●黒潮町内（匿名者）
の皆様より、ご寄付をいただきました。

【午前】蜷川生活改善センター
【午後】伊田浦老人憩の家
●３月２日（金）
【午前】有井川多目的集会所
【午後】保健福祉センター

《佐賀地区》
●２月13日（火）
【午前・午後】総合センター

〜黒潮町健康づくり婦人大会・黒潮町健康づくり大会〜
●２月23日（金）ふるさと総合センター

〜三世代交流大会〜
●３月10日（土）黒潮町保健福祉センター
子どもから高齢者まで世代を超えて地域交流を深めてもらう
ことを目的に開催します。
皆さまのご参加をお待ちしております。

