Information （お知らせ）
つどいの広場
日
12 日（金）
13 日（土）
17 日（水）
18 日（木）
19 日（金）
26 日（金）
30 日（火）
31 日（水）

7 月の予定

【問合せ ☎ ５２－５６５６】

時

イベント内容

10:00～16:00
13:30～15:00

身体測定
保健師相談（受付 13:00～14:30）

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

パパと遊ぼう～子どもの救命救護法～
赤ちゃんほっとタイム
リズム遊び
離乳食教室 ※要予約
栄養士相談
身体測定
ふたごの広場
ハイハイ競争・よちよち競争

※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）
社協デイサービスふれあい処えいる

6 月 22 日に総合福祉センター3 階和室にて、
“第 7 回地域密着
コンサート”を開催しました。毎年たくさんの地域の方にご参加い
ただき、利用者様と交流を楽しんでいただいています。
本会にボランティア登録されている、和太鼓“和（なごみ）”によ
る演奏は、力強い和太鼓演奏や三線演奏、そして太鼓をお試しで叩
かせて頂ける時間もあり、ご参加いただいた 50 人以上の方々が楽
しまれました。
ご参加いただいた地域の方から『来てよかった。毎年楽しみ
にしています。また声をかけてくださいね。
』とお話しいただ
いたり、利用者家族の方からは『お母さんの笑顔を見ること
ができてうれしかった。
』と喜んでいただきました。
これからも、地域の居場所として笑顔を届けるデイサービ
スを目指します。

６月１５日に柳川市社会福祉協議会と共同し、『依存症に関する勉強会 依存症との向き合い方～多様なサ
ポート～』をテーマに、勉強会と相談会を開催しました。
今回の勉強会では、まず依存症を支援する相談支援機関として、大牟田市生活支援相談室の取り組みを紹介
しました。生活支援相談室にはお金の困りごとをはじめ、依存症を抱える人やその家族からの相談も寄せられ
ています。その後、依存症の人を理解するために、依存症からの回復をサポートしているジャパンマック福岡
代表の岡田昌之氏を講師にお迎えし、依存症は病気であることや家族のサポートの必要性など、多様な視点か
らお話をいただきました。また、勉強会終了後には、依存症に関する悩みをお持ちの方に相談会を実施しまし
た。実際に困りごとを抱えている本人やその家族、地域福祉活動者の方、福祉専門職の方など、たくさんの方々
に来ていただきました。今後も相談できる場が継続できるよう取り組んでいきます。

◆依存症とは・・・
「依存症」とは、日常生活に支障をきたしているにもかかわらず、お酒や薬物の使用・ギャンブル・買い
物などにのめり込み、それがやめられず、自分の力だけではもうどうにもならない状態を言います。代表的
なものとしてアルコール依存症があげられますが、近年は様々な依存症が増えています。
具体的には、物質にはまっていくアルコール依存症、薬物依存症、ニコチン依存症。行動にはまっていく
ギャンブル依存症、（浪費・パチンコ）、窃盗癖、買い物依存症、性嗜好障害（性依存症）
。人間関係にはまっ
ていく恋愛依存症、暴力（DV）
、ストーカーなどがあります。

7 月の予定

＜参加いただいた皆さんからの感想＞

研修会について…
 依存症の概要と支援方法について勉強になった。
 依存症＝病気。当事者の気持ちだけではコントロ
ールできないことを学んだ。
 繰り返すことを理解した上で支援し続けること
が必要だと感じた。
 周囲の理解を得ることが大切。
 依存症も時代と共に難しいものに
なっていると思う。

依存症についてどのような支援
が必要だと思いますか？
➊関係者のネットワークづくり
（77.6％）
➋家族会
（42.9％）
➌定期的な勉強会 （42.9％）
➍地域への働きかけ（28.6％）
今後は、当事者や家族に対して、支援機
関と連携しながら、このような支援を
実施していこうと思います。

【問合せ ☎ ５７－２５４１】

おもちゃ図書館くるりん
７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）
７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】
今年は梅雨入りが遅く、水不足になるのではと心配していましたが、まさか鹿児島、宮崎地方のように土砂
崩れが起きるような大雨になるとは…改めて自然の怖さを思い知らされています。
歴木保育所では、夏にしかできない体験を満喫してもらいたいと６月半ばから「プール開き」
。例年よ
りちょっと寒いですが…元気いっぱい水遊びを楽しんでいます。
（くぬぎ保育所 杉野）

が開催されました

6 月 27 日

「令和元年度 大牟田市居住支援協議会 総会」が開催されました。
大牟田市居住支援協議会では、高齢者や障害者など、住宅の確保に
困っている方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように大牟田市
内の空き家の紹介等を実施しています。これまで所有者より物件提供
があった空き家を使い、住宅確保要配慮者の入居マッチングを実施し、
平成 25 年度の設立以降、20 組の住宅確保要配慮者（高齢者世帯、
母子世帯、地震被災世帯等）が住まいを確保することができました。
総会では、役員改選、平成 30 年度の事業報告・収支決算報告・
監査報告、令和元年度の事業計画・収支予算について承認を得まし
た。今年度はこれまで実施した入居支援の実績や調査結果を活かし、引き続き、空き家の有効活用と住宅確保要
配慮者の円滑な入居を推進していきたいと思います。
【大牟田市居住支援協議会・役員体制】
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地域活動 お疲れ様です！
新たに 22 名の福祉委員が誕生！
新任福祉委員
研修会

7 月 5 日、6 日に令和元年度新任福祉委員研修会を実施しました。本年度は第 7 期
（1 期 2 年）中であり、地域福祉活動の担い手の減少が地域課題の一つとして挙げら
れている中で、新たに 22 名の方が福祉委員として委嘱を受けました。研修内容として

は本会職員より福祉委員についての説明と実際に福祉委員として活動されている方の実践発表でした。研修会
では、福祉委員について基本的な理解をしていただき、実践者の活動発表を聞くことで実際の活動の現実感を
学んでいただきました。研修後の感想では「気負いすぎずに活動しようと
思った。」や「研修を受けて気持ちが楽になった。」という声が多く、
“無理
なく活動を行う”ことの大切さを感じられたようです。
◆福祉委員とは・・・
福祉委員は平成 18 年度から配置が始まり、市社会福祉協議会会長から委嘱を受け、声掛け・
見守り等の福祉活動を行います。
現在、市内には 358 名の福祉委員が活動されています。活動内容の例としては訪問活動やふ
れあいサロン活動を通じて地域の見守りを行います。任期は 2 年です。

所
属
大牟田市介護支援専門員連
絡協議会
大牟田市障害者自立支援・
差別解消協議会

キャロットサービス
協力会員交流会

6 月 28 日にキャロットサービス協力会員交流会を開催しました。最近は、活動内容
の中で、
“買い物、外出支援”が増えていることから、その際に気をつけておくこと等を、
福祉サービス担当職員から研修を受けました。買い物の際には、利用会員としっかり金
額、内容等を確認しておくこと、外出の際に利用会員の足元がふらついた時には、体を支

えてあげるようにしなければならないということが確認できました。その後は、大牟田市中央地区地域包括支

「空き家所有者向け無料相談会」開催します！
空き家の活用や将来の管理についてお悩みの声に、福祉・不動産・建築・法律
の専門家がお応えします。
空き家を提供していただける所有者のみなさんからのご相談をお待ちしています。

【日
【会

時】令和元年 8 月 11 日（日）
10:00～12:00（相談受付 11:30 まで）
場】大牟田市総合福祉センター 2 階 大会議室

援センター職員にご協力いただき、地域包括支援センターが受ける相談の中で、公的制度では対応できないよ
うな内容について、キャロットサービスで対応できるかということをグループで話し合いました。
“入院中のペ
ットの世話”
“入院先での買い物・洗濯”
“引越しの手伝い”がテーマとな
りましたが、“利用したい方と関係性がないと無理ではないか”“民生委員
や地域の方、包括と連携すればできるのではないか”などいろい
ろな意見がでました。これからも、ちょっとした困りごとが少し
でも解決できるよう、活動を充実させていきたいと思います。

※所有する空き家の納税通知書があればご持参ください。

大牟田特別支援学校で救急車乗車体験がありました
【問合せ】 地域福祉担当 57-2527
発達障がいや知的障がいのある方が医療機関を受診する際にスムーズな受診ができる

～くぬぎ保育所～

ようにいろいろな取り組みをすすめている“障がい児・者医療支援プロジェクト”では、
6 月 25 日、大牟田特別支援学校で行われた救急車乗車体験を見学してきました。当日は、大牟田市消防本部
から救急隊に来てもらい、小学部、中学部、高等部の児童生徒が救急車の乗車体験をしました。救急隊がどん

6 月中旬から、くぬぎ保育所ではプールが始まりました！それぞれの年齢に合った
プールで、思い思いに水遊びを満喫しています。
保育所で初めてプール遊びを経験するひよこ組（0 歳児）さん。
プールサイドにつかまり立ちをしたり、プールの中をハイハイで動
き回ったり。
また、大きいクラスの子ども達は、お顔に水がかかっても平気！飛び
込みも大胆！！
夏の終わりには、この水遊びを経験したことで、またひとつ、大きく
成長を見せてくれるだろうな、と楽しみにしています。

な服装をしているのか、救急車の中がどのようになっているのか説明
があった後、緊急時の救急車のサイレンの音を聞き、その後グループ
に分かれて実際にストレッチャーに乗って昇降したり、救急車の中で
酸素や脈拍を測定する機器を装着し、モニター映像を見る体験もしま
した。初めての乗車体験で涙を浮かべる児童生徒もいましたが、
「救急
車の中では痛いことはしないから、怖くない。安心してね。
」という救
急隊の言葉に児童生徒の表情も緩んでいました。救急車について予め
学んだり体験して慣れておくことで、緊急の際、救護される不安も軽
減されると思いました。

