Information （お知らせ）
８月の予定
日

「大牟田市総合防災訓練」
２０１９年

９月１日（日）

防災イベント ～災害時のトイレ事情とは？～

防災の日

早く～

【午前の部】
9:30～受付
※先着 30 名

10:00～10:35
10:35～11:15

避難時のトイレに関する座学
簡易トイレ作成体験

11:15～11:25

振り返り

13:00～13:35
13:35～14:15

避難時のトイレに関する座学
簡易トイレ作成体験

14:15～14:25

振り返り

避難スペース

※先着 30 名

はじめまして！
このたび大牟田市議会代表とし
て、理事を務めさせていただくこと
になりました、桑原誠（くわはらま
こと）と申します。どうぞよろしく
桑原 誠 理事
お願いします。
さて、
「社会福祉」という理念を調べてみますと、
すべての人を対象に一般的な生活問題の解決を目
指す取り組みとのことであります。
しかし、複雑多様化した価値観の社会や便利にな
った世の中であるために途切れかけた地域の絆、社

7 日（水）

10:30～11:30

親子で元気体操

9 日（金）

10:00～16:00

身体測定

10 日（土）

10:30～11:30

パパと遊ぼう～魚つりあそび～

17 日（土）

10:30～11:30

♪サマーコンサート♪

21 日（水）

14:00～15:00

赤ちゃんほっとタイム

22 日（木）

10:00～11:00

リズム遊び

13:00～15:00

離乳食教室（中期）

14:00～15:00

栄養士相談

28 日（水）

10:30～11:00

乳幼児のためのお話し会

29 日（木）

10:00～12:00

講座「クッキング」

10:00～12:00

身体測定

13:30～15:00

歯育て教室（受付 13:00～14:30）

30 日（金）

※要予約 ８/13～予約開始

※要予約 ８/13～予約開始

※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）

室町ケミカル株式会社様 ありがとうございます
７月１日、室町ケミカル株式会社様より「子どもたちの野菜不足の
一助に」ということで、昨年に引き続き「ぷちぷちパインの青汁ゼリ
ープラス」を 28 ケース（1 ケース：30 本入/箱×
20 箱）寄贈いただきました。
頂いたゼリーは市内の子ども・地域食堂等で有難
く活用させていただきます。

9.7

不平不満なかった
【午後の部】
12:30～受付

にこにこ子育て

32.6

その他

内 容

11:00～11:30

23 日（金）

９月１日は「防災の日」です。台風、地震、津波、高潮等の
災害についての認識を深め、それらの災害に対処する心構えの
ため 1960 年より制定されました。また、1982 年からは 9
月１日を含む 1 週間が、「防災週間」と定められています。
9 月 1 日の日付は、1923 年（大正 12 年）9 月 1 日に発生
<避難所で問題となった設備>
した関東大震災にちなんだものです。
今回、大牟田市総合防災訓練にあたり、災害時におけるトイレ
74.7
トイレ
の重要性に着目し、「災害時の避難所生活等におけるトイレの問
題が、いかに障がい児（者）や高齢者等に対して不自由なものか
35.2
備蓄倉庫等
を考える」と銘打って、大牟田市障害者協議会にも参画いただき、
66.7
給水設備
改めて、トイレに対する意識や災害時でも活用できるトイレの備
えについての認識を深めることを目的に標記イベントを下記の
57.5
通信設備
とおり実施します。午前と午後の２回講演。各々先着３０名まで
32.8
放送設備
となっています。
【主催・共催】
45
発電機等電力供給設備
大牟田市防災対策室・大牟田市障害者協議会
70.3
冷暖房設備
大牟田市ボランティア連絡協議会・大牟田市社会福祉協議会
【問合せ】 地域福祉担当 ☎0944-57-2527

時

6 日（火）

まだ～

【会場】イオンホール（イオンモール２階）

つどいの広場（市民活動等多目的交流施設えるる内）【問合せ ☎ ５２－５６５６】

6.5

無回答

＜８月の予定＞

2.9
0

20

40

60

会福祉を進めていく、そのかじ取りは非常に難しい
時代でもあると思います。
途切れた地域の絆をつなぎ止め、発展させていく
ことにやりがいと喜びを見出すことのできる新た
な仕組みづくりや地域のリーダーを育成する事業
を先駆けていただく社会福祉協議会には名実とも
に期待されるものであります。
私も今回、社会福祉協議会のご縁をいただきまし
たことで、あらためて社会福祉の理念をしっかり理
解し、その理念の実現のため、社会福祉協議会をは
じめ、大牟田市民の皆様方からのご指導をいただき
ながら頑張ってまいりたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

80（％）

おもちゃ図書館くるりん

法務相談（要予約） ※先着１０名

８月１８日（日）

８月２１日（水）

10：00～12：00

13：30～15：30

総合福祉センター1F 多目的ルーム

総合福祉センター2F 相談室

57-2527

57-2531

８月のセンター休館日：８月 13 日（火）・14 日（水）・15 日（木）・16 日（金）・25 日（日）
【編集後記】
今年も 8 月 20 日より「市民サポーター養成講座」を開催します。詳細は全世帯に配付している「福祉だより きら
り夏号」に掲載していますが、なかなか受講生が集まらないのが悩みの種です。ちょっと手助けが必要な方に
寄り添いながら、自分のためにもなる有償のボランティア活動に興味をお持ちの方、どなたかいらっしゃい
ませんか？
（総合生活支援担当 迫）

ご寄贈ありがとうございます

～「蹴る」チャリティ映画 ～

７月１３日、大牟田文化会館で上映されました「蹴る」チャリティ
映画は、立ち見が出るなど、大盛況にて終了いたしました。会場に足
を運んでいただきました皆様に改めて感謝申し上げます。
当初より、
「この映画での収益金の一部については障害者スポーツ振
興のために活用したい」と中村和彦監督（大牟田市出身）が言われて
おりました。
そして８月１日に中村監督と映画「蹴る」上映実行委員会の山口委
員長が、
“サン・アビリティーズおおむた”を訪れられ、NPO 法人大
牟田市障害者協議会に対して、「ボッチャ＆ランプス」「卓球バレーセ
ット」をご寄贈されました。ありがとうございました。
『中村監督、これからも頑張ってください！そして、山口委員長をは
じめ上映に携わられたスタッフの皆さん、お疲れ様でした！』

視力障がい者対応

有償運送サービス まもなくスタートします！
このたび、社会福祉法人大牟田市社会福祉協議会（以下、
「社協」という）では、視力障がい者向け有償
運送サービスを開始する運びとなりました。
このサービスを利用できるのは、『単独では公共交通機関を利用することが困難な視覚障がい者』
です。運転は、講習を受講した同行援護従業者（ガイドヘルパー）が担当し、
同行援護や通院介助のサポートを併せて行います。
また、このサービスは、障害福祉サービスにお

【写真左から】中村和彦監督、サン・アビリティーズおおむた福山館長、

いて社協と居宅介護（通院介助）または同行援護

大牟田障害者協議会 大場事務局長、山口実行委員長

利用契約を締結されている利用者について、当該

※映画「蹴る」は、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たちのドキュメンタリー。
ワールドカップにチャレンジする彼らの競技にかける想い、生きる姿、日々の葛藤を追った６年間の物語である。

サービスに付随しての利用が可能となるものです。
（送迎単独のサービスではございませんので、

＜地域の取り組みを紹介します！＞
手鎌校区合同研修会が開催されました！

玉川校区移動手段検討会議が開催されました！

７月６日、手鎌地区公民館にて手鎌校区合同研修会が行われ

あらかじめご了承ください。）
ご利用にあたっては完全予約制となります。
利用予定日 2 ヶ月前から 2 日前までにお電話にてお申込みいただけます。

玉川校区では交通手段の減少が地域課題

ました。研修会は校区の町内公民館長、民生委員・児童委員、福

の１つとして挙げられています。その地域

祉委員、福祉協力員が一堂に会し、年２回開催しています。

課題の解決を目指し、今年１月より玉川校

今回の研修テーマは「地域

区住民の買い物、通院等の移動手段を検討

支え合いマップの見直し」

する会議を校区まちづくり協議会会長、校

ということで、平成２８年

区民生委員・児童委員協議会会長、校区社

度より手鎌校区において作

会福祉協議会会長を中心として行っていま

成をしている地域支え合い

す。今後も引き続き検討会議を重ね、
“地

マップを再確認。現状を踏

域の足”の問題について

まえたマップを作成しまし

考えていきます。

社協の同行援護サービス利用者の声
・「今まで買い物に行く時は、家から歩いて 20 分のバス停まで夏の炎天下や冬の寒
い中歩いていかなければならなかったが、有償運送サービスが始まるとすごく助
かります。
」
・「雨の日の通院は足元も悪く、歩くのも危なかったが、これで安心して病院に行け
ます。」
・「有償運送サービスがあると、移動の時間が短縮できるので、支給時間が不足して
できなかったことが、できるようになります。
」

た。

吉野校区

サロン連絡会＆合同研修会が開催されました！
７月１９日、吉野校区内８か所のサロン代

※なお、有償運送サービスのご利用に際しては、別途社協との契約が必要となります。
その他、ご利用に関しては下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

【問合せ】☎５７―２５４１（福祉サービス直通）

福祉サービス担当

表者と世話人が集まり、サロン連絡会が開催されました。連絡会で
は各サロンの紹介から始まり、サロン活動で工夫しているところや
悩みなどについて様々な意見交換が行われました。参加された代表
者の皆さんは他のサロンの取組みを聞き、自分たちのサロン活動に
活かしていこうと話をされていました。

社協デイサービスふれあい処えいる

石炭産業科学館へ出かけました♬
大牟田にある石炭産業科学館ですが、普段なかなか訪れる機会がなく「初めて行くよ

７月２６日、吉野地区公民館にて吉野校区民生委員・児童委員と福祉委
員の合同研修会が行われました。研修内容は「生活支援相談事業につい

ぉ…。」と、ご利用者さんも職員もワクワクして、石炭産
業科学館へお出かけしました。初めて見る物も多く、ボ

て」というテーマで、市社協で行っているキャロットサービスや日常生活

ランティアガイドさんに案内されな

自立支援事業などの生活支援サービス等について学びました。研修参加

がら皆で楽しく見学してきました。

者からは「言葉として知っていたが、内容を詳しく話していただけて勉強

涼しくなったら大牟田市動物園へ行

になった。今後の活動に活かしたい」との感想もあり、地域福祉活動者と
して有意義な内容となったようです。

きたいと思っています。

