Information

～つどいの広場～

「ベビーマッサージ」
【日

時】8 月 24 日（金）10:00～12:00

【対

象】3 ヵ月から 7 ヵ月の子どもと保護者

オイルを使ったマッサージをすると…
→赤ちゃんにとっては感覚や感性が豊かになり、また丈夫
な身体の元（背骨、関節）が柔らかくなるため首すわり
やおすわりがしっかりできるようになります。便秘にも
効果的です。
→ママにとっては子どもに優しい気持ちになり、信頼関係
が深まる効果があります。また、ママ自身も血行がよく
なり、心と体が温まります。

【持ってくるもの】バスタオル 2 枚

平成２２年５月より月１回発行しているこの【社協事務局通信きらり】も今月で１００号を迎えました。
いつもお読みいただきありがとうございます。

いろいろなことがありました

「クッキング」 8 月 14 日（火）より受付開始！

～１号から５０号まで～

子どもたちの苦手な野菜をどうやって克服しよう…と日々奮闘するママ
たちのために簡単・美味しいメニューを作ります。（託児有）

多くの紙面を割いたのは、平成２３年３月に発生した『東

【日

日本大震災』。被災地は想像を絶する状況。発生直後から募金
活動を始め“わたしたちにできる

時】8 月 30 日（木）10:00～12:00

「ベビーマッサージ」
「クッキング」とも予約が必要です。早目のお電話お待ちしています！ 【

問合せ☎ ５２-５６５６ 】

支援は何か”と考えながら医療・
介護・福祉・行政等と『東日本大

水の事故に気をつけましょう！

震災復興支援“絆”プロジェクト

支援活動を展開しました。

ふっこう さ ろ ん

『福幸茶論』地域に集まり場ができて笑顔が戻りました
平成２４年にはみやま市をはじめ近隣地域が豪雨災害に見舞われ、『近隣災
害ボランティアセンター支援事務局』を設置し、ボランティア関係者、他事業
所職員また地元の高校生等と共に支援活動に取り組みました。また７月には市

暑い夏は何と言っても 海・川・プール！！ “涼しい”を求めて、家族みんなで出かけることも多いでしょう。
しかし、危険もいっぱいです！
そこで今回は、水の事故について考えてみましょう。“溺れる”といえばみなさんは「あばれる・水の音ですぐに
気付く」と思いがちですよね。実際は…溺れる人は水面に残ること、呼吸をする事に精一杯で、声を出したりするこ
とが出来ず、手や腕を振って助けを求める余裕がなく上下垂直に直立する、助けが確認できない状況では手足は動か
ないと言います。特に子どもは何が起きているのかわからないまま沈んでいくため特に静かに溺れるそうです。これ
を「本能的溺水反応」と言います。子どもに関わらず大人も同じ現象になるそうです。
“ちょっと”目を離した隙に
子どもは溺れます、２０㎝の水たまりでさえ溺水します。この“ちょっと”が今後の命運を分けるかもしれません。
お風呂や水に関係する場所で遊ぶときは“ちょっと”でも目を離さないように気を付けましょう！！
溺水して意識のない小児への救急処置で適切でないのは次のうちどれ
でしょうか？
1. 呼吸の有無を確認する
2. 必要に応じて心臓マッサージを開始する
3. 水を吐かせる
4. 保温をする

③

8 月 7 日（火）より受付開始！

(答え)

おおむた』を立ち上げ、息の長い

意識のない相手に水を吐かせよ
うとすると誤嚥する危険性があ
ります。
水を吐かせることよりも心肺蘇
生を優先します。

内で初めて総合福祉センターが『福祉避難所』とし
て市と協定を結んだとともに、総合福祉センターに、
被災地へボランティア派遣

小規模デイサービスとして『ふれあい処えいる』が

オープン。同じ頃『くぬぎ保育所』も大牟田市より引き継ぎ、赤ちゃんから高齢者までの利

８月の予定
法務相談

用が始まりました。
平成２５年度から、まさかの時に備えて『災害ボランティアセンター設置運営訓練』を行いました。
平成２６年には『大牟田市成年
後見センター』も開設しました。
次号に、５０号以降について
の特集記事を掲載いたします。

100 号を機に、紙面を、本会発行の【福祉だより“きらり”】に合わせて、右開きにしています。
読み易い紙面づくりを目指しています。ご意見・ご感想等いただければ幸いです。

８月はお盆のため
お休みです
57-2531

おもちゃの図書館くるりん
８月１９日（日）
10：00～12：00
総合福祉センター1F 多目的ルーム
57-2527

【編集後記】
テレビをつけると、
「甲子園」、本格的に夏が来た～と感じる今日この頃です。この暑さで、訪問入浴のスタッフも汗をかきかき、
顔を真っ赤にしながら、利用者さんの「気持ち良かった～」の声を励みに毎日頑張っています。
毎日のように、高温注意報が出て、本当に厳しい暑さが続いております。熱中症には注意しながら、水分補給・休憩を
十分にとって過ごしていきましょう。
（福祉サービス担当
前原）

わたしたちにできること ～災害、子ども・地域食堂への支援～
平成 30 年 7 月の台風 7 号及び前線等に伴う記録的な大雨により、西日本各地で人的被害をはじめ家屋の損
壊等の甚大な被害が発生し、複数の市町村で特定非常災害として指定されました。

まず、はじめに、このたびの西日本を襲った豪雨により被災された方々に、心からお見

福岡県豪雨
災害への
支援

7 月 11 日に室町ケミカル株式会社様より、

子ども・地域
食堂への
支援

舞い申し上げます。
福岡県共同募金会大牟田市支会においても、市民の皆様からの義援金を募っております。
先日、いち早く、三池物産株式会社様、ｋａｎｏｎ様から、
「少しでもお力になれたら」

市内 5 つの子ども・地域食堂（大牟田中央・
大正・高取・吉野・平原）とえるる食堂へ
『パインの青汁ゼリー』を、また、７月 18 日

に西日本新聞社 大牟田・みやま部会様より寄付金を市内 5 つの子ど
子ども・地域食堂は、地域の皆さんや企業・団体から色々な面で

と平成３０年７月福岡県豪雨災害義援金として、高額のご寄附をいただきまし

ご協力いただき活動しています。

た。ほかにも、事務局内に設置している募金箱の中に市民の皆様の温かいお気

子ども・地域食堂が目指すものは、子どものみならず、お年寄り

持ちをたくさんお寄せいただいております。ありがとうございます。

を含む多世代が「食を通じた、つながりあえる温かい居場所」を担

近年、至るところで災害が発生しています。ここで、現在受付中の義援金に

うことができる、笑顔あふれる子ども・地域食堂を目指していきた

ついてお知らせします。被災された方々の日常が一日でも早く戻ってまいりま
西日本新聞 大牟田・みやま部会 様

すよう、お祈りいたします。
No.

府県名

１

熊本県

２

義援金名称

義援金名称

募集期間

室町ケミカル株式会社 様

も食堂へ頂きました。

いと考えています。

募集期間

No.

府県名

熊本地震義援金

H31 年 3 月 31 日まで

８

愛媛県

愛媛県豪雨災害義援金

9 月 28 日まで

福岡県

九州北部豪雨災害義援金

9 月 28 日まで

９

広島県

平成 30 年７月広島県豪雨災害義援金

12 月 28 日まで

３

大阪府

大阪府北部地震災害義援金

9 月 28 日まで

10

京都府

平成 30 年７月豪雨災害義援金

12 月 31 日まで

４

滋賀県

米原市竜巻災害義援金

9 月 28 日まで

11

山口県

山口県平成 30 年 7 月豪雨災害義援金

12 月 28 日まで

５

福岡県

平成 30 年７月福岡県豪雨災害義援金

9 月 28 日まで

12

高知県

平成 30 年 7 月豪雨高知県災害義援金

9 月 28 日まで

７月８日には、
「明治校区ふれあい祭」が開催されました。

６

岡山県

平成 30 年７月豪雨岡山県災害義援金

12 月 28 日まで

13

兵庫県

兵庫県平成 30 年 7 月豪雨災害義援金

10 月 31 日まで

祭りでは、中町保育園の園児・明治小の児童による出し物や福

７

岐阜県

平成 30 年７月岐阜県豪雨災害義援金

9 月 11 日まで

14

中央共募

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金（全域） 9 月 28 日まで
※募集期間が延長される場合もあります。

みんなで一緒に楽しみました！～地域のおまつり、くぬぎっ子のおまつり～
第７回 明治校区ふれあい祭（in 明治小学校）
市内の各校区において、様々な“地域のお祭り”が開催されています。

引など盛りだくさんの内容があり、出し物の中には、市社協に登
録している『明治わくわくサロン』による合唱も行われました。
楽しい企画と協力で、子どもから大人まで、大変にぎわってい

平成 30 年 7 月豪雨災害に際して久留米市では災害

災害ボランテ
ィアセンター
支援

ました。

ボランティアセンターが設立されました。本会は県社
協の要請を受け、久留米市災害ボランティアセンター

くぬぎっ子の夏！！

の立ち上げから運営支援を行い、
7 月 11 日～7 月 15

～くぬぎ保育所～

日まで職員 2 名を、7 月 14 日～7 月 15 日まで職員 1 名を派遣しました。

今年の夏は、連日猛暑日で、
「熱中症に注意！！」の呼びかけをたく

主な役割としてはボランティア活動を行いたい方とボランティアを必要と

さん耳にしています。そんな中、くぬぎ保育所では、７月 27 日に大

している現地の方をマッチングすることでした。ボランティア活動の内容と
しては、水害を受けた畳あげや家財道具の搬出、屋内外の清掃等が主でした。

災害ボランティアセンター受付の様子

蛇の練り歩き、翌日の 28 日には、大正町で行われた、ちびっ子総踊
りに参加しました。両日とも、猛暑日となりましたが、子どもたちは、

連日、最高気温が３５℃を超える猛暑の中、多くのボランティアの方々に

大蛇が大好き！！「よいさ！！よいやさ！！」の掛け声と共に、手作

集まっていただき、その力を被災地に届けることができたと思います。

りのうちわや鳴り物のおもちゃを持って歩いた練り歩き。年長さんが

加えて、被災直後に大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会では久留米
市災害ボランティアセンターへ運営に必要な資機材（床下浸水の水を除去す

引っ張る大蛇には、手作り風鈴が飾られ、この暑さを少しだけ和らげ

るための水中ポンプ、ホース、乾湿両用バキュームクリーナー、サーキュレ

てくれました。また、大正町の総踊りでは、
「大蛇山ばやし」と「炭鉱
節」を元気いっぱいに踊り、子どもたちのパワーで、暑さも吹き飛ば

ーター、雑巾等）の提供を行いました。
今後も、社会福祉法人として被災地のためにできることを行っていきます。

大牟田市社会福祉法人地域公益活動
協議会から資機材を提供

す夏祭りとなりました。

