Information

～大牟田市成年後見センター～

成年後見活用講座のご案内
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない人が日常生活に
おいて不利益を受けることのないよう、本人の権利と財産を守り、本人を支援する制度です。
自身や家族の将来に備えて、成年後見制度を理解したい方や市民後見人として地域に暮らす方を支援す
る活動に興味がある方を対象に講座を開催します。是非、ご参加ください。

自閉症って？

～自閉症への理解を深める～

毎年 4 月 2 日を「世界自閉症啓発デー」とすることが国連総会で決議され、全世界の人々に
自閉症を理解してもらう取組みが行われています。また 4 月 2 日～8 日を「発達障害啓発週
間」としています。
自閉症への理解を深めるために、いろいろなイベントが開催されて
います。3 月 21 日には総合福祉センターで、大牟田市自閉症児・者
親の会による“自閉症を知るためのおはなし会「自閉っ子からこんに
ちは」”とその後数日にわたって啓発資料展示がありました。
4 月 2 日からは、「知ってほしい ぼくのこと わたしのこと」と
いうテーマで、世界自閉症啓発デーin おおむた実行委員会主催による
①LIGHT IT UP BLUE 点灯式②見てほしい ぼくのわたしの作品展③当事者企画が行われています。
4 月 2 日の点灯式では、癒しと希望の意味を込めた啓発活動のシンボルカラーであるブルーで、大牟
田市庁舎がライトアップさ
れました。この日は、花冷え
の寒い夕暮れでしたが、点
灯スイッチが入ると市庁舎
がブルーに染まりました。
その後のトークでは、自閉
症を持つ子どもさんの保護
者を中心にお話が進んでい
きました。地域にはいろい
ろな人がいることをみんな
が意識しながら、住みやす
いまちにするためにも、地
域の中でつながりをつくっ
ていくことが大切ではない
かと話されていました。市庁舎は 8 日までライトアップされ、その期間、市庁舎玄関ロビーと市民活動
等多目的交流施設えるるにおいて、啓発資料や作品が展示されていました。加えて 5 月 26 日（日）に
はエコサンクセンターで当事者企画“自閉症・発達障がいの当事者が楽しめる余暇活動”も予定されています。

自閉症とは、3 歳位までに現れ、❶他人と
の社会的関係の形成の困難さ❷言葉の発達
の遅れ❸興味や関心が狭く特定のものにこ
だわることを特徴とする行動の障害であ
り、中枢神経系に何らかの要因による機能
不全があると推定される。
＜文部科学省のホームページより＞

※市民後見人として活動を希望される方は、本講座及び市民後見人実務養成講座の受講等その他要件があります。

◇と

き：〈A 日程〉5 月 14 日・21 日・28 日
毎週火曜日 13 時 30 分～16 時 30 分
[全 3 回]
〈B 日程〉6 月 14 日・21 日・28 日
毎週金曜日 13 時 30 分～16 時 30 分
[全 3 回]

市民後見人とは？
市民後見人は、大牟田市成年後見センター
（以下後見センターという）による養成と活動
支援を受けながら、後見活動を展開する権利擁
護の担い手です。
後見センターは法人で後見人等を受任し、そ

※どちらか都合の良い期間をお選びください。

の業務の一部を市民後見人に委託しています。

◇ところ： 大牟田市総合福祉センター (瓦町９－３)
◇定 員： 各 20 名程度(先着順)
◇内 容：・成年後見制度の理念と役割、現状と課題
・権利擁護について
・後見活動の実際
・任意後見制度と公証役場について
・契約について
・支援機関・関連制度について 等

具体的な活動としては、本人との面会（月 2
回程度）・サービス利用料等の支払いなどを行
っていただきます。
市民後見人を目指して
講座に参加してみませんか？

イメージキャラクター
りんぐちゃん

【申込方法】総合福祉センター、市役所（福祉課総合相談担当）
、 各地域包括支援センターに
設置している申込用紙に記入の上、下記まで持参または FAX・郵送にてお申込みください。
※申し込み用紙は社協ホームページでのダウンロードも可能です。
【申 込 先】大牟田市成年後見センター（大牟田市社会福祉協議会内）
〒836-0815 大牟田市瓦町９－３ 総合福祉センター1 階
電話：0944-57-2535

FAX：0944-57-2560

【申込締切】A 日程：4 月 26 日(金)必着
B 日程：5 月 31 日(金)必着

４月の予定

参加費無料

おもちゃの図書館くるりん
４月２１日（日）
10：00～12：00
総合福祉センター1F 多目的ルーム
57-2527

法務相談（要予約）
４月１７日（水）
13：30～15：30
総合福祉センター2F 相談室
57-2531
※先着１０名

【編集後記】春爛漫。この号を編集している今、桜が満開です。今年も母と延命公園を散策しました。年々
市庁舎玄関ロビーでの展示の様子

足取りがおぼつかなくなる母といつまで一緒に桜が見れるかなと思いながら、来年こそは、歩くだけでは
なく、桜の下でお弁当を食べたいなと思っています。
（総合生活支援担当 迫）

企業と地域がつながる

～新入社員の福祉体験実習～
三井金属鉱業株式会社三池事務所

報

告

『絵カード ～基本編～』研修会が行われました

絵カードって何？！何のためにあるの？！

-

4 月 4 日、三井金属鉱業株式会社三池事務所の新入社員 11 名が、市社協で“福祉体験実習”を受け
ました。まず、市社協より「社協の取り組む事業」
「ボランティア活動」等の説明を受けた後、瓦町公民
館で実施されている地域のふれあいサロン活動に参加し、高齢者
と交流しました。高齢者の皆さんから、昔の話等を聞き、楽しい
時間を過ごしました。
午後はサン・アビリティーズおおむたで、視力障がいの方から
暮らしに関する様々な話を聞いたり、サウンド・テーブル・テニ
スを一緒にプレイすることで、目の見えない世界を少しの時間だ
け体験することができました。研修最後に書いていただいた実習
レポート（振り返りシート）には、
地域住民や障がい者の方々と接したことによるたくさんの気づきや思いが
綴ってありました。この福祉体験実習を通して、地域にはいろいろな方が
助け合って暮らしていることを改めて実感されたのではないでしょうか？
これからは社会人として、忙しい毎日を送られますが、自分たちも地域
社会に支えられていることを思い出しながら、広い視野をもって活躍され
ることを期待しています。お疲れ様でした！

3 月 25 日、知的障がい児・者医療支援プロジェクトで、視覚支援
の 1 つである絵カードについて研修を行いました。久留米にある『そ
だちのとまり木』の言語聴覚士として活躍しておられる森山紗妃さん
を講師に迎え、絵カードとは何か、また絵カードの持つ基本的な役割
や身近な視覚支援にはどのようなものがあるのか、お話を頂きました。
発達障がいや自閉症、知的障がいのある方は、認知機能や
記憶力・注意力・学習等の機能などに特性があることで、
社会性やコミュニケーションなどが上手くいかないことがあります。しかしながら、共に生活
する上では社会的に適切な活動やルールがあるため、そのルールを“見える化”するこ
とで支援できるのが、視覚支援です。そして、そのツールとして役割を果たしているの
が絵カードなのです。
絵カードには、様々な種類があり、個人がわかるレベルに合わせた伝達カードでないと、ツールの役割
は果たさないそうです。例えば、“靴をはきなさい”というとき、認知レベルが低い時は、実物で示し、
認知レベルが高くなるにしたがって、〝写真を示す→絵やイラストを示す→文字や語句で伝える→文章で
伝える″というようになります。改めて、個人の認識レベルに合わせて、わかりやすく伝える工夫が必要
だということを学びました。

大牟田特別支
援学校で用い
られている絵
カード

♥市社協の話を聞いて、様々なボランティア活動があり、中でもゴミ屋敷清掃活動のビフォー・アフターを
見た時鳥肌が立った。ボランティアをすることで人の役に立つことと、さらにたくさんの方々とつながる
ことができることがわかり、私もいつかやろうと思った。
♥サロンボランティア体験では、あまり触れ合う機会のない高齢者と話すことができて楽しかった。年齢が
80 歳や 90 歳の方が多い中、元気に過ごしていらっしゃる姿を見て私も元気に生きていこうと思った。
♥高齢者との話では、周りの人を大切にと話されていた。みんなと仲良くして一生の友人をつくるようにと
聞き、高齢者の伝えたいことがしっかり理解できた。
♥大牟田は高齢化が進んでいるので、近隣住民に挨拶をするときに、何かいつもと変わったことはないか気
を付けて、何か異変があったらしっかり声をかけていこうと思う。
♥目の見えない人や他にも困っている人がいたら、その人たちに伝わるように手助けをしていきたい。ボラ
ンティアに積極的に参加し地域の方との交流を深めたり、何か大牟田の役に立てるように心がけたい。

また、私たちが暮らしている日常にも視覚支援は、案外たくさんあることに気づきました。例えば道路
標識だったり、色分けした道案内掲示板、待ち時間が分かる信号機、駅での案内表示板、分別用のゴミ箱
など、日本人だけでなく外国人にも伝わるものなど多くの方にとってもわかりやすい、合理的配慮がなさ
れていると改めて感じたところでした。
視覚支援の大切さや、その 1 つである絵カードがコミュニケーションツールとして果たす役割は大きい
ものであると再確認できました。
これからも、この研修を活かした取り組みをすすめていきたいと思います。

♥白い杖を立てている人を見かけたら、自分から勇気をもって話しかけにいきたいし、視覚障がい者の方だ
けでなく困っている人を見かけたら少しでも助けたいと思った。身近な困っている人へ声をかけ手助けで
きたらいいなと思った。
♥サウンド・テーブル・テニスボランティアでは、目の見えない世界を体験し、見えなくても工夫をしたら
楽しめることがわかった。見えなくて不便なことが多くあるとのことだったが、自分自身で工夫して生活
されていることがわかった。
♥サウンド・テーブル・テニスボランティアでは普段体験できないことや怖さを学んだ。その中で伝え方は
とても大事なことなので、見えない人の目線になって伝えるようにしたい。他にも
様々な目線で物事を考えるようにしていきたい。
♥視力障がいの方と卓球をして感じたことは、それぞれその人にあった優しさが必
要だということ。今までの会話は、表情やうなずき方なども含まれていたが、今
回はそれらも全て音声に変えねばならなかった。相手の立場に立って物を考える
ことが必要だと思った。

＜実習レポートより一部抜粋＞

「医療支援手帳」をご存じですか？
知的障がい児・者医療支援プロジェクトでは、知的障がいや発達障がい
のある人の検診や診察を円滑に行うため、スムーズな医療機関受診の手助け
となるよう、大牟田医師会監修のもと「医療支援手帳」を作成しています。
【問合せ先】
○配布について
大牟田市福祉課 障害・援護担当
☎41-2663
大牟田市社会福祉協議会
☎57-2527
○記入について（相談支援事業所等）
ハーツ ☎59-0803
サンローレル ☎090-9076-1050
あじさい ☎55-8555 ともだちのいえ ☎32-9728
大牟田特別支援学校 ☎56-9671

