地域住民が取り組む介護予防の場

大浦なごみの会（大浦：正木町）

住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域で高

齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らが持つ力を

活かし、介護が必要な状態となることを予防すること
が大切です。

なごみの会」（正木町大浦地区）では、大浦地区にお

ジナルの体操「羽島にこにこ体操」を実践したり、コ

グニサイズを行ったりして、介護予防を図っています。

また、教室の後半には、交流の時間として、お茶を飲

みながらおしゃべりをしたり、手遊びをしたりしてい
ます。

会場は和やかな雰囲気で、常に参加者とボランティ
アの笑い声が響いています。

2
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その一つの方法として、地域住民がつどい交流する

場などを活用し、住民が主体となって介護予防の場を

立ち上げ・運営することが全国的に期待されています。

介護予防ボランティアを養成

羽島市社会福祉協議会では、「介護予防ボランティ

ア養成講座」を開催し、自分の住む地域などで介護予

年度から今年度までに３回開催し、 名が修了し

防の場を立ち上げ、運営する人を養成しています。平
成

ました。

自分が住む地域での活動

例えば、平成 年１月から活動を開始した、「大浦

木町は５ヶ所で介護予防の場が立ち上げられました。

講座の修了者が中心となり、足近町は１ヶ所で、正

58

住まいの方を対象に、１時間 分の介護予防教室を毎
30

▲羽島にこにこ体操

▲立って行うコグニサイズ

▲ラダーを使って行うコグニサイズ

30

新井いきいきクラブ（新井：正木町）

曲利にこにこ会（曲利：正木町）

市場健康体操（市場：足近町）

27

月２回行っています。この教室では、羽島市社協オリ

▲いすに座って行うコグニサイズ

などの理由から、自分の住

い、運動できる会場がない

一緒に活動する仲間がいな

成講座の修了者の中には、

教室でも、羽島にこにこ体

１回実施しています。この

お住まいの方を対象に毎週

区及び下中町城屋敷地区に

今年度は、竹鼻町駒塚地

地域を越えての活動

む地域に活動の場がない方

操やコグニサイズを中心に

介護予防ボランティア養

もいます。また、介護予防

参加者からは、「送迎が

行っています。

ばかりということもあり、

あるので、遠い会場でも行

の場の立ち上げが始まった

参加したいと思っても自分

しゃべりができて、本当に

くことができる」「運動が

そこで、本会では、講座

楽しい」などといった話が

の住む地域に通える場がな

修了者に協力いただき、対

聞こえてきます。

い方が大半です。

象地区を定めて、羽島市福

▲楽しいコーヒータイム♪

祉ふれあい会館にて送迎付

き介護予防運動教室を開催

することとしました。

できて、他の地域の人とお

▲「また来週～」

今日、○○さん
来ていないね。

今日は、用事が
あるらしいよ。

募集!!

介護予防の場だけで
なく、次のような場に
もつながっています。

気にかけ合う場・見守り合う場

新たな人とつながる場
この前、散歩を
していたら、
同じ教室に参加
している人と会って、
初めて挨拶を
したわ。

いろんな場でご活用ください！

☆介護予防の場の設置・運営をしたい地域

☆介護予防ボランティア養成講座の実習
先として協力いただける地域
自分の地域で介護予防教室を
立ち上げたいけど…
■何から準備するのか分からない
■会場がない
■担い手が集まらない

羽島市社会福祉協議会では、介護予防を図ることを目的
とした『羽島にこにこ体操』の普及を図っています。

動画は
こちらから

※DVDの貸出も
行っています

家の近くに運動できる
場所があるといいな。
興味のある方や地域団体（自治
会等）は、羽島市社会福祉協議会
までご相談ください！
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にこにこ倶楽部（介護予防運動教室）
この体操を行っている団体を紹介しますので、希望さ
れる場合は、本会（☎391-0631）までご連絡ください。

福祉のまちづくりの

問する活動を行っています。

多くの対象者には、平素

活動」を行っています。

世代間で交流をすること

たちに支えられているとい

から訪問を通じて地域の人

が顔見知りになり、絆を深

で、同じ地域に住む人同士

市内には、足近町から桑

う安心感を得ていただいて

いますが、特にお正月には

めること、ひいては誰もが

安心して暮らせるまちづく

おせち弁当を召し上がって

一人で過ごす孤独感を解消

りのきっかけとすることが

委員や民生委員、社会福祉

していただいています。

いただくことで、お正月を

委員やボランティアなど、
を担っている方々で組織さ

社協江吉良支部では、未

社協足近支部では、足近

季節の花を持って、ひとり

民生委員が、おせち弁当と

問い合わせください。

ティセンターを除く）にお

センター（竹鼻南コミュニ

の詳細は、各コミュニティ

支部社協の活動について

ています。

減らすことを目的に実施し

中での子育て」を少しでも

とで増えている「孤立した

のつながりが希薄化するこ

この取り組みは、地域で

取り組みをしています。

がら母親同士が交流できる

を通して、親子で楽しみな

け、レクリエーションなど

就園児親子が集う機会を設
クラブ、子ども会、消防団
や水防団など地域福祉推進
に必要な各種団体の代表者
等の協力を得て活動してい
る支部社協もあります。

支部社協の
活動内容は？
支部社協では、地域の実
状に応じて様々な活動を企
画し、実施しています。そ
の一例をご紹介します。

小学校の児童と、地域の高

暮らし高齢者等のお宅を訪

おじいちゃんと遊ぼう

齢者がふれあう「育ち合い

社協福寿支部では、毎年

れています。この他、老人

幸せな年となりますように

母親同士で交流しよう

目的です。

原町まで町を単位に、 の

支部社協って
どんな組織？

▲ドッチビーで対決

地域福祉推進の中心的役割

多くの支部社協は、自治

しています。

支部社協が組織され、活動

10
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推進役は支部社協
支部社協（羽島市社会福祉協議会支部）とは、地
域にお住まいの皆さんが主体となり活動している組
織です。誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
を推進するために、地域の福祉課題を見つけ、解決
するための取り組みをしています。

▲福寿支部の伝統的な取り組みです

わが街の

羽島市内で “いきいき” と活動中の
ボランティアグループを紹介します。

ボランティアさん

「 ひ まわり 」

ボ ラ ン ティアグ ル ー プ

活動内容は？
発達教室ももで、行事の支援や保護者が集う際の
託児が主な活動です。
結成30年目前！当初からのメンバーを含む11人
で頑張って活動しています!!
定期的に打合せ会も行います。
みんなとおしゃべりができて、楽しいですよ♪

行事の支援は、
キャンプや夏まつり、
運動会、クリスマス会、
おもちつきがあります。

長く活動ができる活力は？

活動をしてうれしかったことは？

一番の活力は、子どもの笑顔です!!
また、ひまわりのメンバーで助け合い、笑
い合いながら活動をしているため、長く活動
ができていると思います。
例えば、腰が痛いなどの理由から、子ども
を抱くことができなかったり、長時間立った
まま作業をすることが難しかったりするメン
バーもいます。その時は、無理をしない・さ
せないように、役割分担をして、それぞれが
できることを行っています。

30年近く前に関わったお子さんや保護者
がいまだに顔を覚えていてくださり、声をか
けてくれたことがうれしかったです。

募集!!
ひまわりでは、一緒
に活動する仲間を募集
しています。興味・関
心がある方は、羽島市福祉ボランティアセ
ンターまでお問い合わせください。

少し ず つ 歩 みよる

おしゃべりをしたり、
～のぞみ舎と地域住民の交流～ 笑い合ったりしながら
毎回、和やかな雰囲気で
福寿町で活躍している「昔遊び親衛隊」の皆 交流しています。
さんは、羽島市地域活動支援センター「のぞみ
舎」と交流活動を行っています。
「のぞみ舎」は、障がいのある人が通い、パ
ンの製造、喫茶の運営などの生産活動や、布や
木を使った手芸などの創作活動、地域住民との
交流をする場です。
障がいのある人への理解を地域に広げること
をねらいとして、毎月１回、ペタンクをしたり、
昔懐かしい万華鏡や糸ぶんぶんなどを作ったり
▲こうやるのがコツだよ
（糸ぶんぶん作り）
しています。
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▲頑張れー!（ペタンク）

こうした活動が継続して
行われ、障がいのある人
への理解が少しずつ
地域へ広がることを
願っています。

羽島市地域包括支援センター（高齢者総合相談センター）

高齢者の総合的な相談･支援をします!!
シリーズ 認知症 ❹

超高齢社会を迎えた今日では、誰もが認知症の人と関わる可能性があります。そのため、
一人ひとりが認知症を正しく理解し、適切なサポートをすることが必要です。
認知症の人と接するときは、周囲の人が下記のことに気を配り、あたたかくフォローする
ことが大切です。こうしたことで、認知症の人も安心してその人らしさや能力を発揮するこ
とができます。

●本人に近づいて相手の視野に入ってから、目を見て話しかけましょう。
配慮
したいこと

●穏やかな表情で、相手に伝わるように、わかりやすくゆっくりと話しま
しょう。
●一度に多くのことを話すと混乱するので、1つずつ話しましょう。
●自尊心を傷つけない。子ども扱いしないようにしましょう。
●ありえないような話でも否定しないようにしましょう。
●何かするときは、言葉をかけながら行いましょう。

やっては
いけないこと

●大声で話したり、早口でいくつも質問をする。
●数人で取り囲んだり、急に後ろから声をかける。
●厳しい顔や、困った顔をする。また、無言で行動する。

羽島市地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが住みなれた地域で暮らし続けられ
るよう、地域にお住まいの方や医療関係者、介護事業者などと連携して支援します。認知症
に関する不安や心配事があるときはご相談ください。

シリーズ認知症は今回で終了します。

地域包括支援センターでは、
高齢者のみなさんの介護、健康
や福祉、医療に関するご相談を
受け付けています。
お気軽にお電話ください ! !

羽島市地域包括支援センター
（高齢者総合相談センター）

1394-2521
羽島市福祉ふれあい会館内
社協はしま
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児 だより

2018年度前期募集

実

「チビッ子夢広場」
4月～9月（全5回）
【実施時間】毎回 10：30 ～ 11：30
【対
象】乳幼児と保護者
【定
員】25組
【参 加 費】1,000円（5回分）
【申込期間】3月7日（水）～ 17日（土）

「小学生土曜クラブ」
4月～9月（全6回）

施 日

内

容

4月27日（金）

ワッフル交流会

5月25日（金）

ヤクルト出前授業「おなか元気教室」

6月22日（金）

親子で楽しくリズムあそび

7月13日（金）

親子たいそう

9月28日（金）

英語であそぼう！

日 時

クラブ名

定員

参加費

第2土曜日
14：00～16：00
第3土曜日
14：00～15：30

リトルシェフクラブ
18名 1,800円
お菓子作り＆料理
所】羽島市福祉ふれあい会館
室内レククラブ
2階など
19名 1,200円
ボール遊び・バス遠足など
【対
象】小学生（ただし、リトルシェフ
キッズイングリッシュクラブ
第4土曜日
クラブは3年生～ 6年生）
30名 1,200円
14：00～15：00 外国人講師による英会話＆ゲーム
【申込期間】3月7日（水）～ 17日（土）
※内容が変更になることがあります。※詳しくは児童センターにある専用申込用紙をご覧ください。
【場

はっぴーサロンコーナー

♪「おはなしタイム」♪
絵本や紙芝居の読み聞かせ、
パネルシアター、手遊び、体操
などを行っています。
【実施時間】
火曜日～金曜日
（はっぴーサロンで行事がある時は行いません）
①11：00 頃～ ②14：00 頃～
【場 所】
児童センター 図書室など
【対 象】
乳幼児と保護者
お気軽にご参加ください。

はしま子育て支援チームの活動
「ほっとブレイクデー」
【日時】3月14日（水）
、
4月11日
（水）
10：00 ～ 12：00
【場所】児童センター 図書室
コーヒー又は紅茶とパンのセットで130円です。
お問合わせ：☎090－3447－8082
（馬場）
お気軽にご参加ください。
※3月・4月の「子育て講座」はお休みさせていただきます。
7

社協はしま

2018.３

No.203

▲パネルシアター開演中！

全てのお申し込みについて
開館時間内に、各専用申込用紙に記入して児
童センター事務室の申込箱に入れてください。
※定員以上の申込みがあった場合は、公開抽選
を行います。
お申し込み・お問い合わせは

羽島市児童センター（羽島市福祉ふれあい会館4階）

1391－1226

FAX391－1622

e-mail : jidokan@hashima-shakyo.or.jp
インターネットURL http://hashima-shakyo.or.jp/jidokan/

休館日：毎週月曜日、第１･3日曜日、祝日

平成29年度 共同募金運動報告

ご協力ありがとうございました
昨年10月1日から12月31日まで実施しました共同募金運動（赤い羽根募金・歳末た
すけあい募金）には、市民の皆様から多くの善意が寄せられました。
ご協力いただきました多くの皆様に、こころよりお礼申し上げます。
岐阜県共同募金会羽島市支会

何に使われているの？

配分

岐阜県共同募金会
総 額

・障害者グループホーム オールミックス
居住環境に係るグループホーム改修工事
3,500,000円
・社会福祉協議会が実施する地域福祉事業等へ
8,324,960円

◇法人募金
染整㈱、江川精工㈱、㈲ア
平井工業㈱、㈱渡信、㈱渡
マミ工業、㈲川出大谷石、
辺メディカル、㈲はかまや
橋本淳総合建築㈲、ハシマ
組、ドルド製薬㈲、㈱プロ
シート工業㈲、㈲岐衛、㈱
スパー、マルヒコ㈱、丸美
大垣共立銀行正木出張所、
衣料㈱、㈱岩田建築工務店、 ㈲堀内工務店、㈲オレンジ
木戸運送㈱、丸和自動車工
美容室、㈱スーパー三心羽
業㈱、㈱ニホンサンミ、㈱
島店、㈱タイセイ工務店、
石原金型製作所、大金建設
塗壁製菓㈴、㈱井村組、㈱
㈱、岩信織物㈴、㈲前澤葬
栄光、㈲竹組、大成工業㈱、
儀社、岩田農産、東海染工
㈲ワールド歯研、㈱岩田鉄
㈱岐阜事業所、羽島商事㈱、 工所、日光精器㈱岐阜工場、
㈱大野組、㈱シーエーエー、 ㈱森電気商会、㈲濃尾、㈲
西垣ポンプ製造㈱、㈱岩田
山田商店、㈲山田建設、㈱
鉄筋工業、㈱天王設備工業、 東晃製作所、㈲栗山建築、
天王浅野建築㈲、㈱川瀬組、 ㈲羽島寝装、㈲光塗装、河
森白製菓㈱、大橋ニット㈱、 善毛織㈱、糸井川歯科医院、
丸勝南谷建設㈱、近藤運送
㈴井三商店、㈲鳥芳、岩田
㈲、㈱ヨコチュー、南谷工
健毛織㈱、大同印刷㈱、㈱
業㈱、近藤鉄工所㈲、三明
林建設、羽島牛乳販売㈱、
電気㈱、大日産業㈱、㈱三
岐阜商工信用組合羽島支店、
友製作所、安江建設㈱、㈱
（一社）羽島市医師会、若栄
住建、㈲中部機械サービス、 毛織㈱、㈲小見山興産、㈲
モリシンニット㈱、ラピュ
アイ・ブリッジ羽島、大垣
タ㈱、㈱大吉、㈲西沢機械
西濃信用金庫羽島支店、東
設備、㈲三岐電気工事、㈲
陽化成品㈱、安藤建材店、
山和、まさきこども園、大
山内綜合手続事務所、㈱カ
洋電工㈱、大洋電機㈱、㈲
ミノ、岩田硝子建材㈱、㈱
雷屋、㈱ソーイング平島、
オーゾネ、㈲カワライ、竹
㈱北川工務店、今井田モー
鼻ドライ㈾、学校法人高砂
タース、カワボウテキスチ
学園、ニチアスシールテッ
ャード㈱、須賀鉄工㈱、㈲
ク㈱、㈱ニシマツ製作所、
下出化成、パームスプリン
㈱渡辺石油店、㈴小川商店、
グ、三星ケミカル㈱、三星
山北機料店、高橋㈱、㈱マ
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615,437円

370,067,947円

配分

羽島市内で
行われる
歳末たすけあい
事業へ
岐阜県
共同募金会へ
直接
県内の
他市町村支会
等

10,049,248円
1,640,124円
348,189円
93,054円
65,375円
933,407円

戸別募金:
法人募金:
学校募金:
職域募金:
街頭募金:
その他の募金:

寄せられた善意は、このようにして使われます。

支援を必要とするお年寄りや障がいのある方、
子どもたち、地域の福祉に関する活動へ
〇地域での孤立を防ぐための見守り活動
〇子どもたちと地域とがつながれる居場所づくり
〇地震等の災害に備えた防災活動
〇利用者のための福祉施設の設備・備品の整備 ほか

羽島市支会

羽島市内での配分予定
平成３０年度

13,129,397円

・民間の社会福祉団体や施設
・社会福祉協議会
・ボランティア団体
ほか

募金総額

どこへ配分されているの？

※2月16日現在の金額です。

以下、羽島市支会へご協力いただきました皆様です。

ルモト花村材木店、昭和建
設㈱、㈲傍島鉄工所、㈱羽
島鈑金、家具ショップＺＯ
Ｎ、㈲山本商店、ほしの接
骨院、大島商事㈱、大栄整
理㈱、㈴稲垣商店、㈲武藤
石材店、大島木工所、浅井
物産㈴、㈱道家金物店、㈱
羽島タイヤセンター、㈱野
村住設、尾西信用金庫羽島
支店、㈲ハツリアサノ組、
㈲小川設備、㈱片岡組、丸
徳商店、㈲吉川家、㈲奥田
金物店、カーマホームセン
ター羽島店、㈱水甚、和田
モータース㈾、㈲東海鈑金、
大信自動車㈱、パールステ
ィック㈱、㈲羽島電装、其
田電気工事、㈲北尾倉庫、
㈱浅野組、㈱ワイズ、㈱サ
ワダ、岐阜紡織㈱、ミノ重
工㈱、㈲田代板金、㈲佐合
縫製、㈲加藤製作所、㈲ナ
カゴシ、南羽鉄工㈱、㈲ト
ップスアイ、セブンイレブ
ン羽島竹鼻町蜂尻店、龍香
苑、㈱中央鉄工所、㈱エス
ライン羽島、㈱山田組、㈱
中部自動車工業、㈱丸一製
作所、㈲三立精工、㈲美竹
鉄工、ワタベ工務店㈲、㈲
近藤瓦工事店、㈱田中建設、
丸栄コンクリート工業㈱、
羽島ダンボール㈱、㈱プロ

パンの藤小、後藤惣ニット
島高速鉄道高架㈱、㈲宏岐
㈲森製材所、㈲近藤電気、
㈱、㈱服部組、㈱日の出ス
ダクト工業所、㈱高陽社、
プロジェクトジャパン㈱、
ーン、東海開発㈱、福寿工
㈲エヌユーケー、㈱保安企
岩田工業㈱、㈱ワタリ、ジ
業㈱、大野会計事務所、㈱
画、日東工業㈱、幸栄精機
ョイフル羽島、㈲羽島贈答
関谷シャツ、㈱大一テクノ、 ㈱、三協実業㈱、㈲西脇鉄
美昌堂、㈱松永組、㈲アサ
羽島自動車工業㈱、㈱シバ
工所、ファインテキスタイ
ノクリーン、㈱古川組、近
タ、㈲丸英、㈲あさせ、㈲
ル㈱、㈲サカエビジネス、
東化学㈱、栄屋衛生材料商
ラーメンむねちゃん、㈲フ
ササノ㈱、㈱太田工業所、
会、㈱魚勝、吉川家具㈲、
ォトスタジオ青山、㈱十六
㈱丸敬建設、㈲渡辺食品、
㈱ダイシン、㈱吉川組、旭
銀行羽島支店、㈲横山不動
㈲丸広建設、㈲太田板金、
化学㈱、㈱吉川産業、羽島
産、㈲音羽、㈱富田製麩所、 ㈲笹野製作、㈱ジャパンオ
顆粒工業㈱、㈱キソウ技研、
㈱東美、ディスプレイ日工
ート、三恵工業㈱、中日本
㈱伊藤園
㈲、㈲長良畔、㈲高木土木、 住宅サービス㈱、トバナ産
◇団体募金・街頭募金
㈲矢野社寺建築、ナチュー
業㈱羽島営業所、イトウ工
羽島市仏教会、羽島柔道少
ルホーム㈱、㈱田中工務店、 業㈲、㈲テクノエー、㈱美
年団、Ｊ Ｒ岐阜羽島駅前、
㈲日浦新聞店、㈱電子技法
建アサイ、㈱今井製本、㈱
羽島市なまずまつり、竹鼻
中央会、㈱英幸建設、長谷
荒川急送、㈲大喜精工、㈲
南コミュニティセンター交
虎紡績㈱、㈲タナカインテ
濃尾興業、㈲浅井エフアー
流祭、え・ふねイルミネー
リア、長谷虎興業㈱、㈱ハ
ルピー、㈱バンニット、㈱
ションフェア
イボーン、㈱長谷虎リネン
番住宅、㈱エムシーシー、
◇募金箱募金
サービス、㈴浅野屋、奥田
㈲朝日製本、㈴西垣商店、
竹鼻町今町、福江、新町、
工業㈱、㈱入山鉄工所、ミ
㈱リコーショップ、神戸ニ
上町、川町、下町一、上鍋、
ズケイアパレル、松下鉄工
ット㈱、㈱アオキ、㈱森製
大西一、大西二、下城、丸
㈱、トーカイフーズ㈱、㈱
作所、桜花保育園、中日本
の内、栄町一、栄町二、栄
渡辺建設、浅野印刷㈱、㈲
ハイウェイ・メンテナンス
町三、東町二、昭和町、共
羽島ダンゴ、㈱タナカサイ
名古屋㈱、㈲カスガイ、㈱
栄町、狐穴川口、狐穴渡瀬、
ン、太田鉄筋㈲、バロー羽
正海金型、㈱ウカイ設計、
狐穴下之城、飯柄、八幡、
島インター店テナント共栄
㈱シバタモータース、アキ
蜂尻、駒塚、まさきこども
会、黄金堂、㈲なまずや羽
ラニット、渡六毛織㈱、サ
園、堀津保育園、寿光苑、
島分店、岐阜羽島バス・タ
ンコップ㈱、高平㈴、㈱ジ
やすらぎ苑、ジョイフル羽
クシー㈱、大垣西濃信用金
ュホウー、東松自動車㈱、
島、美輝苑、光輝苑、あい
庫羽島中央支店、㈱美濃商
㈲マルセンニット工業、日
そら羽島、羽島学園、双樹
会、㈲英晶商事、マルワ㈱、 興製薬㈱、㈲小川モーター
園、のぞみ舎、岐阜羽島ボ
㈱文溪堂、八州製作㈱、羽
ス、タカギ建築、㈲ワオン、 ランティア協会、（特非）ウ

日現在）

エルネットぎふ、羽島市役
所、羽島市民会館、市内各
コミュニティセンター
◇職域募金
福寿工業㈱、㈱カミノ、㈱
日本バイオリサーチセンタ
ー、㈱シバタ、長谷虎紡績
㈱、㈱文溪堂、双樹園、国
土交通省木曽川上流河川事
務所長良川第二出張所、羽
島市職員互助会、羽島市社
会福祉協議会
◇学校募金
足近小学校、小熊小学校、
正木小学校、竹鼻小学校、
福寿小学校、中央小学校、
堀津小学校、中島小学校、
桑原学園前期課程、羽島中
学校、竹鼻中学校、中央中
学校、中島中学校、桑原学
園後期課程、羽島高等学校
◆ 赤い羽根自動販売機設置場所
羽島学園、双樹園、かみな
り村本館、同西館、自立援
助ホームはしま、ニチアス
㈱新羽島工場

（順不同・敬称略 １月

個人募金、バッジ募金の
※
掲載は割愛させて頂きます。
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