体験
アイマスク
車イス体験

福祉体験学習
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２月

日︑北中山小学校６年生２クラ

の見えない大変さを体験しました︒

30

様子もみえました︒

体験学習を通して

になりました︒

ないことの不思議さが少しわかり勉強

○視覚障がい者の方の大変さや目の見え

を感じているのか分かりました︒

○視覚障がい者の方が︑どれほどの恐怖

じました︒

る為の機械があって便利になったと感

○階段がある駅では︑障がい者の方を守

からすごいと思いました︒

あっただろうけど︑今を楽しんでいる

○︵小玉さんは︶たくさん大変なことも

いただいていますので一部紹介します︒

今回の体験を受け︑生徒達から感想を

…

して体験に望み︑時折︑笑みを浮かべる

領を得ると︑生き生きとした表情で率先

か緊張した表情をしていた生徒達も︑要

ずつに分けて行い︑初めは慣れないため

それぞれの体験では︑２クラス を

名

感覚や難しさ︑アイマスクを使用して目

車イスを使用して押す側︑押される側の

紀さんの実体験についてのお話を聞き︑

車イスを使って日常生活を送る小玉聖

スを対象に福祉体験学習を開催しました︒
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●ご近所福祉ネットワーク活動フォーラム ………
●今月のサロン ……………………………
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●各相談・講座の日程 ……………………

お話し会
さん）
（小玉聖紀

ご近所での見守り、
支えあいの大切さを再確認!!
トが
活動のヒン !
!
盛りだくさん

区長・民生委員児童委員・防災リーダー交流会会員など250名が参加

３月８日︵日︶にご近所福祉ネッ
トワーク活動フォーラムを開催し

受けたようでした︒

この後︑活動に取り組んでいる

滋賀県高島市社協の杉本学士氏か

今年で２回目のフォーラムは︑

ーク推進委員会﹄の組織づくり︑

い﹂として﹃ご近所福祉ネットワ

秀俊氏より︑﹁わがまちの支えあ

町内を代表して︑糺町区長の冨山

ら﹁たかしま流見守りネットワー

活動のプロセスについての発表が

ました︒

クの進め方﹂と題しての講演から

あり︑最後に︑社会福祉協議会事

務局より具体的な活動の進め方に

始まりました︒
高島市は地域住民が主体となっ

フォーラム参加者の皆さんには

ついての説明でフォーラムは幕を
演を聞いた参加者は︑先進地の具

今後︑ご近所福祉ネットワーク活

た見守り活動が活発な地域として

体的な活動を事例や映像でわかり

動の中心となって地域で活躍して

閉じました︒

やすく紹介され︑見守り活動につ

いただければと思います︒

全国的に注目を集めています︒講

いて多くのヒントをもらい刺激を

2
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【講演】
高島市社会福祉協議会
杉本 学士氏

【活動発表】
糺町区長
冨山 秀俊氏

今月のサロン

水落町３丁目
健康寿命ふれあいサロン
〜 烏ヶ森公民館 〜
私達のサロンは毎月第２︑４火曜日の午
名ぐらいで︑元

後２時から３時まで活動しています︒
参加者は男女合わせ て
気で明るく楽しく︑サロンの雰囲気は上々
です！
毎回色々な講師を招き︑どの講座も楽し
く︑特にゲームや健康体操などは人気があ
ります︒
サロン活動は高齢者のふれあいの場とし

平成

歳以上 の男性で初心

◆申込開始日

３月

日㈪から

年度チャレンジクッキング参加者募集

市内在住 の

◆申込締切

日㈭まで

者の方を対象に︑料理の基礎を学び

◆申込先

４月

家庭でも簡単に楽しめる料理の講習

日㈬から毎月２回

会を開催します︒
５月

☎５１ ０
‐０９１
みなさんの参加をお待ちしています︒
時

アイアイ鯖江

◆日

︵全 回実施します︶
◆場所

午前 時〜正午まで

栄養実習室
◆時間

人

１回７００円
約

◆参加費
◆定員

鯖江市社会福祉協議会

〜 読売新聞の医療サイト ヨミドクター
三宅・丹尾さん 医療功労賞…福井より抜粋 〜

て大変良い事だと思っています︒同時に︑

看護師

丹尾

由紀子さん

︵定 員 に な り 次 第 締 め 切 り

訪問看護ステーションさばえ

ます︶

受章おめでとうございます

30

長年にわたって地域医療に貢献した人を讃え
る「第43回医療功労賞」に福井県から訪問看護
ステーションさばえの保健師・丹尾由紀子さん
が選ばれました。
高齢者の訪問看護が本格的に始まる前の1988
年から25年以上、在宅看護・介護の最前線に立
ち続け、多い時は年間300〜400軒を回り、入
浴や排せつの介助、栄養指導に取り組んでいま
した。

13
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30

27
65

20

10

15

第43回医療功労賞

高齢者の近況を知る場としてもサロンは大
切だと思っています︒

鯖江のすごいひと

大壁・中川まで
サロンのお問い合わせ

12

り受付開始
４月１日よ

わたしたちの身のまわりには、いろいろな事情でやりたいことができずに困っている人が
います。みんなが楽しく暮らしていくためには、できる範囲で少しずつ助け合うことが必要
です。これがボランティア活動です。
そこで、障がい者に対する理解を深め、社会参加促進に携わるボランティアスタッフの育
成のためにボランティアを養成する講座を開催します。

時
18

30
11
30

20

点訳ボランティア養成講座

日

５月 日から毎週月曜日︵ 回︶
午前９時 分〜 時 分
アイアイ鯖江・健康福祉センター
２Ｆボランティア室

さばえの
福祉を
応援!!

所

10

場

30

８名程度
５月８日︵金︶

11

募集人数
締
切

時

30

音訳ボランティア養成講座

日
17

鯖江市共同募金委員会では、自分のまちを
少しでも良くしようとがんばっているボラ
ンティアグループ・団体の福祉活動を応援
します。

〜赤い羽根共同募金助成事業公募のお知らせ〜
募集要項

募集期間：平成27年4月1日〜5月31日
助 成 額：活動費１事業あたり限度額10万円
（対象経費の75％以内）
申請方法：鯖江市共同募金委員会（市社協内）窓口で
申請書一式をお渡しします。
そ の 他：助成は平成28年度となります。

助成対象外

募集業種 ホームヘルパー︵土・日・祝祭日に出勤可能な方︶
主な業務 高齢者・障がい者等への家事 ︑介護援助業務等
応募要件 普通自動車免許︵採用日までに取得見込可︶
いずれかの条件を満たす方
介護福祉士資格を取得の方
介護職員初任者研修を終了された方
介護職員基礎研修またはホームヘルパー養成研修
１級課程もしくは２級課程を修了された方
履歴書︵写真付︶︑資格証の写し
勤務日・処遇などは面接時に詳細を説明します︒
鯖江市社会福祉協議会 ☎ ０-０９１

必要書類
そ の 他
問合せ先

さばえ 社協だより

所

職員募集

６月 日から第二・三水曜日︵ 回︶
午前９時 分〜 時 分
アイアイ鯖江・健康福祉センター
２Ｆボランティア室

名程度
６月９日︵火︶

!!

場

募集人数
締
切

時

15

40

51

5

13

手話奉仕員養成講座

日

所

30

５月 日から毎週水曜日︵ 回︶
午後７時〜９時
アイアイ鯖江・健康福祉センター
２Ｆ大会議室

名程度
４月 日︵木︶
20

場

募集人数
締
切

費負担︶
スト代は実
︵但しテキ
受講料無料
各講座とも

随時

鯖江市ボランティアセンター
☎ 51-0091

① 他の補助金との重複や公的補填のある事業
② 政治、宗教、組合の運動の手段として行う事業や営利
のために行う事業
③ 総会など団体の運営に要する経費や福祉を目的としな
い事業
④ 活動が鯖江市の区域をこえて行われる団体
（福井県共同募金会の行う助成の対象となります）

＊詳細は実施要領をお渡ししますので、お気軽に窓口までお越しください。
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ふれあいの 家

〜 1日の流れ 〜
◎健康管理

詳しくは、お問合せください。

●鯖江市社会福祉協議会
居宅計画係
ホームヘルプサービスセンター
デイサービスセンター
住所：水落町2-30-1
TEL：51-0091

●ふれあいの家
住所：吉谷町23-11
TEL：77-0023

5
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当センターでは総勢11名のヘルパーが年中無
休で皆さんのお宅を訪問し、次のようなサービス
提供をしています。
ご要望の方やご質問のある方は
一度お問合せください。
●サービス内容
身体介護（入浴、排泄、食事、通院の介護など）
家事援助（家事支援 調理、洗濯、掃除等の日常
生活の支援など）
そ の 他（関係機関との連絡、相談、助言など）

Ｍ・Ｕ氏 作

●デイサービスセンターなかま
住所：神明町5-5-37
TEL：51-1839

ホームヘルプサービスセンター

○恙無く卆寿迎えしよろこびに
今日も励まん老の体操
○吹き上ぐる風に水仙の黄の花冠
海の雄叫びとらえて震ふ

お問い合わせ

デイサービスセンター

﹁昔はよく短歌を作っ
たのよ﹂と目を輝かして
お話される利用者さん
に︑昔を思い出して作っ
てみませんかと提案した
ところ︑﹁恥ずかしいけ
ど作ってみます﹂と笑顔
で了承してもらえまし
た︒その作品の一部を紹
介します︒

﹁なかま﹂の自慢のひとつ
に︑広いフロアと陽射しが多
く入る窓があり︑それを活か
して︑利用者さんがペットボ
トルを利用したヒヤシンス・
チューリップ・ネギ・ほうれ
ん草・カイワレダイコンの種
を蒔いて栽培していました︒
その甲斐あって︑外はまだ
まだ寒いが︑部屋の中では春
をたくさん感じられ︑﹁なか
ま﹂に来ると窓辺で水やりを
行いながら︑﹁大きくなった
の﹂と声掛けをする人達の語
らいの場になりました︒
野菜は︑味噌汁に入れ︑美
味しくいただきました︒

デイサービスセンターなかま

ふれあいの家では︑普通の家の風景と環境の中

の
ご自宅まで
送り迎え
す!!
行っていま

で︑生活力の向上も図った認知症対応型デイサー

利用者に合わせて、
職員と家事などを
行い、日常生活の
リハビリを行って
います。

利用者の昔好きだった遊びや、様
々な場所に出かけることで、自宅
のようにリラックスしてもらうよ
うに努めています。

ビスを行っています︒

（買い物や家事作業など）

一人一人の﹁持っている力﹂
・
﹁できること﹂
・
﹁で

◎生活リハビリ

きないこと﹂に焦点を当て︑理解・共感・ふれあ

看護師が皆さんの
健康をチェックし
安心・安全に過ご
せるようにしてい
ます。

い︑絆を大切にし︑笑顔がみられるような支援を

（各種レクリエーション、コミュニケーション、
散歩、
ドライブ）

地域密着型サービス事業
認知症対応型通所介護事業所
心がけています︒

（体調管理、入浴、昼食、おやつ）

◎レクリェーション

※ご利用者の状態によってサービス内容が異なる場合があります。
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アイアイ鯖江

TEL．51−0091

●無料法律相談

各相談の日程

法律に関する相談に福井弁護士協会所属の弁護士がお答えします。
日程

どの相談も秘密厳守です

4/6・20、5/11・25（月）13：30〜16：30
※相談日の１週間前から予約開始

●心配ごと相談

鳥羽事業所

民生委員児童委員が福祉に関する相談に応じます。

TEL．51−1839

日程

4/14・28、5/12・26（火）13：30〜15：00

●ピアカウンセリング

●結婚情報センター

障がいを持った方自身がカウンセラーとなり、社会生活上必
要とされる心構えなどを個別的な支援をします。

結婚を考えている方の相談に応じます。

日程

※相談日時・場所は、希望に応じて調整します。

参加してみませんか?!

日程

結婚相談

4/1・15、5/20（水） 19：00〜21：00

興味のある方は一度お電話ください。

●ボランティアサロン

●障がいのある方のための癒しの時間

ボランティア活動に興味のある方の相談に応じます。

障がいのある方のための情報交換、交流の場です。

日程

4/4・18、5/2・16（土）13：30〜15：30

●高齢者向け

日程

囲碁・将棋

●たくみ会

自由に集い、生きがい・仲間づくりの場として活用ください。
日程

毎月第2木曜日（祝日除く）13：30〜15：00

毎週土曜日（祝日除く）13:00〜16:00
※参加希望の方は、
お電話ください。

障がいのある児童がいる保護者のための相談・交流の場です。
日程

4/23、5/28（木） 16：00〜18：00

ご寄付をいただき
ありがとう
ございます

社会福祉協議会への寄付は税法上の優遇措置があります。
受領日
2月 3 日
2月10日
2月18日
2月18日
2月20日
3月 6 日

寄付者
カトリック鯖江協会
匿名希望
匿名希望
匿名希望
匿名希望
匿名希望

金額・物品
20,000円
10,000円
尿とりパット×5ヶ
洗剤・石鹸など台所用品×25ヶ
浴衣・作業着・下着×12ヶ
尿とりパット×5ヶ・おしりふき×1ヶ

悲田院

〜何が正しいか？
何が善か？〜

ロシア国境に近いウクライナ東部で︑ウ
クライナ軍と親露派軍の戦闘が続いていま
す︒親露派の占領地域には外国のマスコミ
は入れませんので真相は判り難いのですが︑
外国の記者の目を拒否しているところを見
ますと︑ロシアから救援物資と称して武器
が送り込まれ︑義勇兵と称して軍隊も派遣
されていることを︑隠蔽しているのではな
いかと推測せざるを得ないでしょう︒
停戦協定は二度なされましたが︑停戦期
間中にも攻撃が続けられて︑親露派は東部
の要衝を制圧したと宣言し︑同時に︑ウク
ライナ軍が抵抗を止めれば︑平和が来ると
主張しています︒攻める側が︑守る側に抵
抗しなければ平和が来ると主張することが
許されるのであれば︑武力による世界支配
を許すことになりますので︑現実の世界は︑
今も武力で動いていることを示しており︑
日本が武力を使わなければ︑世界平和が来
るとする平和主義は幻想にしか過ぎないこ
とを示しています︒
欧州ではギリシャが借金返済の不履行を
求めてＥＵに危機が広まりましたが︑４ヶ
月の猶予期間が認められて︑２月の危機は
一旦回避されましたけれども︑経済原理を
否定して人間社会は成り立たないので︑今
後の動きから眼が離せません︒
人間はマスコミに洗脳されやすいのです
が︑国民がいかに正しい判断が出来るかが︑
世界平和の基盤のようです︒医療・福祉の
世界も︑大きく変わろうとして居りますの
で︑よく考えながら進まなくては成らない
のでしょう︒
Ｔ・Ｙ・Ｓ

No.33

▶社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会 〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号 アイアイ鯖江・健康福祉センター内
▶TEL（代）0778-51-0091 FAX0778-51-8079
▶鳥羽事業所 〒916-0017 鯖江市神明町5丁目5番37号
▶ふれあいの家 〒916-1105 鯖江市吉谷町23-11

▶TEL0778-51-1839

▶TEL0778-77-0023

FAX0778-51-8805

FAX0778-77-0023

ホームページ http://www.sabae-shakyo.or.jp/
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