Information （お知らせ）
つどいの広場
日
11 日（火）
13 日（木）
14 日（金）

障がい者スポーツを応援します
重度の障害がありながら、電動車椅子サッカーに人生を賭ける選手達。
世界へ挑む彼らの、競技にかける想いや日々の葛藤を追った 6 年間の物語

映画
２０１９年

前売券
絶賛発売中

チャリティー映画上映会
７月１３日（土）

【会場】大牟田文化会館 小ホール

中村和彦監督作品
（大牟田市出身）
舞台挨拶あり

第１回目

12:30～13:10

映画「ＭＡＲＣＨ（マーチ）
」

（昼の部）

13:30～15:45

映画「蹴る」&中村監督舞台挨拶

第２回目

16:30～17:10

映画「ＭＡＲＣＨ（マーチ）
」

（夜の部）

17:30～19:45

映画「蹴る」&中村監督舞台挨拶

19 日（水）
20 日（木）
21 日（金）
26 日（水）
28 日（金）
29 日（土）

6 月の予定

【問合せ ☎ ５２－５６５６】

時
11:00～11:30

イベント内容

10:00～11:00

にこにこ子育て
リズム遊び

10:00～12:00
13:30～15:00
14:00～15:00
10:00～12:00
14:00～15:00
10:30～11:00
10:00～16:00
10:30～11:30

身体測定
歯育て教室（受付 13:00～14:30）
赤ちゃんほっとタイム
講座「ベビーマッサージ」※予約制
栄養士相談
乳幼児のためのお話し会
身体測定
パパと遊ぼう（七夕飾り）

※利用曜日と時間：火曜日から土曜日まで午前１０時から午後４時（お休みは、日曜日、月曜日、祝日、年末年始）
社協デイサービスふれあい処えいる

【問合せ ☎ ５７－２５４１】

春風が吹き始めると、梅や桜見物・鯉のぼり見学・
バラ園見学と“ふれあい処えいる”では楽しい外出行

【入場料】前売券 一般 1,000 円（当日券 1,300 円）小中高生 700 円

事満載です。行き先は、利用者さんと相談しながら企

【主 催】
「蹴る」上映実行委員会
【共 催】大牟田市、大牟田市障害者協議会、大牟田市社会福祉協議会
※「マーチ」日本語字幕あり 「蹴る」日本語字幕あり、音声ガイドあり

画しています。今年は甘木山や濃施山公園、眼鏡橋ま
でドライブを楽しんだり、荒尾のバラ園をワイワイ
散策したりと、たくさんの外出を楽しみました。みな

電動車椅子サッカーは 「生きることそのもの」

さんと一緒にお出掛けする季節の行事は、
「元気にな

2011 年 7 月、電動車椅子サッカー日本代表の強化試合。私の目は唯一の女性選手に釘づけになった。彼女
と初めて相対した私は思わず口走った。
「あなたは今後日本代表に選ばれると思う。４年後のワールドカップに
チャレンジする姿を撮らせてほしい。
」と…。そこから資金のあてのないまま独りで撮影を開始した。選手たち
の障害を知るため、資格を取り介護の仕事も始めた。ワールドカップが２年延期になったことで、撮影期間は６年以上に。その
分選手たちとの信頼関係が深まり、本音をさらけ出してもらえるようになった。選手たちの障害、プレースタイルや性格は様々
だが、共通するのは競技に対する想いの強さ。そんな選手たちの想いを映像に刻みたい、その一心で撮影に打ち込んだ。
この映画を通して、電動車椅子サッカーの魅力を多くの人に知ってほしい。選手たちの想いを感じてほしい。生きる姿に目を
向けてほしい。きっと“障害者”に対する見方も変わるはずだ。

映画「蹴る」監督

中村和彦

ります♪」と好評です。みなさんの笑顔に、私達スタ
ッフも元気をもらっています。
✰

地域密着コンサートのご案内 ✰
和太鼓“和～なごみ～”さんによる、力強い太鼓演奏会です。
〔日時〕6 月 22 日（土）14:00～15:00
〔場所〕総合福祉センター3 階和室

ご自由に
ご参加ください

★ 映画上映の収益金の一部は障害者スポーツ振興のため活用させていただきます ★

第５７回

６月の予定

福岡県身体障がい者体育大会が開催されました！

爽やかな新緑が芽吹く５月２日、快晴の中、
「博多の森競技場」及び
「クローバープラザ」で福岡県身体障がい者体育大会が開催されました。
大牟田市から１２名の方が参加され、日頃の練習の成果を発揮されまし
た。上位に入賞された方々は以下のとおりです。

大牟田市役所へ成績報告

おもちゃ図書館くるりん
６月１６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）
６月１９日（水）
13：30～15：30
総合福祉センター
2F 相談室
57-2531
※先着１０名

メダル獲得おめでとうございます。
【金メダル】
【銀メダル】
【銅メダル】
衛藤 康信さん ソフトボール投げ
藤瀬 勉さん
１５００メートル走
伊藤 菊弥さん
８００メートル走
松尾サダ子さん ソフトボール投げ
下津浦由美子さん ジャベリックスロー 原田 良子さん
ジャベリックスロー
本木 正敏さん ジャベリックスロー 古賀 智宏さん
ディスタンス立位
平野 裕一さん ディスタンス立位
※ジャベリックスロー…ロケット状の投擲物（ターボジャブ）を投げる種目 ※ディスタンス立位…立ったまま、フリスビーを投げて飛距離を争う競技

【編集後記】 新しい元号になり、１ヶ月が過ぎました。この度、４月から福祉サービスでお世話になっている黒
川と言います。福祉について分からない事ばかりですが、体調管理に気をつけて一生懸命頑張ります。よろしく
お願いします。
（福祉サービス担当）

困ったこと、心配なこと

募集中！

ご相談ください！

どんなことを相談していいの？相談するとどうなるの？

5 月 25 日、駛馬地区公民館にて駛馬校区の子ども・地域食堂の「はやめカッパ食堂」のプレオープンイベン
トが行われました。地域のつながりの希薄化が叫ばれる中、食を通じた多世代交流の場として、市内各地で取り
組みが広がっています。この日も地域の子どもや大人を中心に 200 人以上の方が訪れました。一方で、運営や
調理、会場設営に多くの地域ボランティアの方々の協力をいただきました。
「はやめカッパ食堂」は、6 月 22 日（土）11 時 30 分より駛馬地区公民館にてオープンを迎えます。

-

■仕事のこと

■お金のこと

・やる気が出なくて仕事につけない
・介護があるため、仕事につけない
・仕事が続かない

・借金が多くてやりくりが難しい
・お金の管理ができない
・収入がない

■生活のこと

■その他のこと

・ゴミ屋敷になっている
・家がなくて車で生活している
・家族から暴力を受けている
・子どもがひきこもっている

・依存症に関する相談
・心に関する相談
・サービスについて知りたい

こんなお手伝いができます
『子ども・地域食堂一覧』
日

時

“わいわい、がやがや、みんなで食べることがごちそう”が合言葉です。
名

称

会

場

第 1 土曜日

11:30～

平原ふれあいサロン食堂

総合福祉センター（瓦町 9-3）

第 2 土曜日

11:30～

大牟田中央校区子ども食堂

地域交流センターちくまち（築町 3-19）

〃

11:00～

大正校区子ども食堂

大正校区コミュニティセンター（大正町 5-5）

〃

11:30～

吉野ふれあい食堂

吉野地区公民館（白銀 718-3）

第 3 土曜日

11:00～

高取ふれあい子ども食堂

米の山ふれあいセンター（歴木 4-10）

第 4 土曜日

11:30～

はやめカッパ食堂

駛馬地区公民館（馬込町 1-20-1）

※ただし、校区の行事によっては日程が変更される場合があります。

お兄ちゃん、お姉ちゃん、大好き！ ～くぬぎ保育所～
5 月２９日、田隈中学校３年生の生徒１７名が、
保育体験学習で、くぬぎ保育所にやってきました。
実習当日の朝、中学生の姿を
見て、子どもたちは大喜び！
中学生は、一緒にリズム遊び
を楽しんだり、乳幼児に給食
を食べさせてあげたり、園庭ではどろんこ遊びを体
験してくれました。また、園児がお昼寝をしている
時間帯には、園庭整備、園児用の椅子をきれいに洗
ってくれ、うれしく思いました。園児たちもお兄ち
ゃん、お姉ちゃんと一緒に過
ごすことができ、楽しい１日
となったようです。これから
もくぬぎ保育所は、中学生の
保育体験学習の場を提供し、
子どもたちのために多世代の交流を大切にして
いきたいと思います。

【問合せ】地域福祉担当 ☎ ５７－２５２７

福祉避難所について

悩みごとの整理

関係機関同行

病院受診同行

ボランティア活動

フリースペース
体力づくり

面接・履歴書
の練習

職場見学

就労体験

仕事探し

家計の見直し

住まい探し

子どもの学習教室

どんなことでもかまいません。ひとりで悩まず、まずはお電話ください。
生活支援相談室 ☎ ３２－８８５１

生活支援相談室
の Fcebook
更新中です！

～知ってますか？～

大牟田市には現在、指定避難所・指定緊急避難場
所が５４ヵ所、福祉避難所が１９ヵ所あります。
（場所については大牟田市が作成している「防災ガ
イドブック」の避難時マップに掲載されています。）
福祉避難所とは、大牟田市との「災害時における福
祉避難所の設置運営に関する協定」に基づき、要配
慮者を滞在させることを想定した避難所で、市社協
（総合福祉センター）も協定を締結しています。
福祉避難所は基本的に大牟田市から依頼があって
から開設されます。
今年はエルニーニ
ョ現象により梅雨
明けが遅くなり雨
量が多いと予測さ
れているそうです。
総合福祉センター

ありがとう
ございます

『株式会社セブン‐イレブン・ジャパン様』より
たくさんの商品を寄贈いただきました

福岡県と福岡県社会福祉協議会、ふくおかライフレスキュー事業運営委員会、株式会
社セブン-イレブン・ジャパンは、社会福祉貢献活動として、県内セブン-イレブン店舗の閉店や改装に伴う
在庫商品を、セブン-イレブンから、福岡県社会福祉協議会、ふくおかライフレスキュー事業運営委員会に寄
贈する取組について、平成３１年２月１８日に協定が締結されています。
その一環として、5 月 10 日には、大牟田市社会福祉協議会へ、「地域のた
めに、商品を活用してほしい」との申し出があり、リニューアルする店舗の
商品（加工食品、お菓子、飲み物、日用品など：段ボール 69 箱分）を寄贈
いただきました。いただいた商品は、生活困窮者自立支援事業や市内の社会
福祉法人、子ども・地域食堂で活用させていただきます。

