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～情報弱者にグッバイ！～

「おたすけ手ぬぐい」が完成しました！

大牟田市障害者協議会
大場事務局長

大牟田市ボランティア
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第１回「ママカフェ」を開催しま
した♪
マ マ カフ ェは 、子育 て中の マ
マ・パパに子育てについてのコミ
ュニケーションを図ってもらおう
と企画したものです。今回は４組
の参加があり、子どもの発達や
離乳食の与え方、保育園につい
て、仕事と育児の両立の話など
様々な話を通して情報共有をし
てもらいました。たくさんのお話
が出来たこともあり、楽しく過ご
せた２時間でした♪
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大牟田市障害者協議会と大牟田市ボランティア連絡協議
会が中心となり、「おたすけ手ぬぐい」が作成されました。
この手ぬぐいは障害者が災害時や困った時に差し出すこ
とで、助けを求めるきっかけになるようにと願いが込められ
ています。
障害ごとに必要な支援が異なるため、「目の障害」「耳の障
害」「からだの障害」「知的障害」「発達障害」「精神的な不調」
の６つの手ぬぐいがあります。この手ぬぐいは各３２０枚作
成し、一部を市へ寄贈しました。当事者で希望する人には、
無料で配布しています。
【問合せ】 ほっとかん ☎ 57-7161
ＦＡＸ 57-7163

～「おたすけ手ぬぐい」ができるまで～
福岡県が実施する「令和３年度ふくおか地域貢
献活動サポート事業」の助成事業を知り、大牟田
市障害者協議会と大牟田市ボランティア連絡協議
会で協議体（名称：防災バリアフリープロジェクト）
を作り、『情報弱者にグッバイ！ おたすけ手ぬぐ
いに込めた私たちの想い』という事業名で採択さ
れ、念願の助成を受けました。
事業採択後は何回もプロジェクト会議を開き、
障害当事者の想いを知るために、アンケートを取
りました。

その後、アンケートをもとに、手ぬぐいに載せる内容・形
式・レイアウトについて、また、ことばの表現では当事者の「こ
まりごと」が伝えられるように、知らない人が手ぬぐいを見
て「おたすけ」ができるようにするためにはどうしたらいい
のかということを意識して会議を重ねました。
手ぬぐいには、本人情報、連絡してほしい人、障害ごとの
「こまりごと」、必要な「おたすけ」、持っていくものリスト、障
害に応じて指差しボード（５０音やイラスト）を載せています。
緊急時には要配慮者の支援に気づいていないことや、支
援したい気持ちはあってもどうしたらよいのかわからないこ
ともあるかもしれません。障害者と言っても「こまりごと」は
様々です。この取組みは、支援の仕方がわからないから何も
できないという心のバリアを取り除き、この手ぬぐいに書い
てあることを参考にして、まずは目の前の人にやさしく声を
かけてくれる人が増えたら嬉しいです。
「どんな時であっても、だれ一人取り残さない…
そんな大牟田市になるように…」 （杉野会長コメント）

「つどいの広場」は、概ね０歳から３歳までの子どもとそ
の保護者が一緒に遊び、子育てを楽しむ広場です。

※利用日と時間：火曜日から土曜日の午前１０時～午後４時（お休みは日曜、月曜、祝日）。つどいの広場は市民活動等多目的交流施設えるる内にあります。

３月１０日、「一般社団法人ＦＢＱ フードバンク大牟田」様より飲料水・食
料品等をご寄贈いただきました。
いただきました食料品等は、新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援
や生活困窮者支援等に活用させていただく予定です。ありがとうございま
した。

フードバンク大牟田 様

ふれあい処えいる
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※利用をご希望の方は、福祉サービス担当までお問い合わせください。

行政書士相談

4 月 20 日（水）13:30～15:30

福祉サービス担当 ☎57-2541

☎32-8851

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になることがありますので、お電話にてご確認下さい。

【編集後記】
新型コロナウイルス感染症が未だに終息しない中、世界ではロシアのウクライナ侵攻、日本では福島
の震度６強の地震と心穏やかに過ごせる日々ではない今日この頃。そんな状況の中、歴木保育所の卒
園式とリズム修了式で見せてくれた子ども達の成長した一生懸命な姿は、すべてのことを忘れさせて
くれる嬉しく温かな時間にしてくれました。
（くぬぎ保育所 杉野）

≪令和４年度事業 赤い羽根共同募金配分が決定いたしました！≫
市社協では２～３月にかけて、介護福祉士・保育士を目指して勉強している、学生５名を受け入れまし
た。実習を終えて感じたことや気づいたことを話してもらいました。

介護福祉士を目指して
九州大谷短期大学 福祉
学科１年の姫田大輝（ひめだ
だいき）です。２月７日から３
日間、訪問介護実習をさせ
ていただきました。
実習ではたくさんの利用者の皆さんと関わ
り、とても楽しかったです。
これからの就職先は、まだ迷っていますが、仕
事と趣味のバレーボールを両立できるよう、今
後も勉強を頑張って行きたいと思います。

九州大谷短期大学 福祉
学科１年のシュレスタ・サビ
ナです。こちらで３日間、訪
問介護実習に来て、利用者
さんの心を大切にする、一
番良いところを見学できま
した。この実習で経験したことを、介護福祉士に
なっても続けていきます。
お年寄りは自分の家族のように感じるので、
介護の仕事は自分に合うと思い、母国のネパー
ルに帰っても、この仕事を続け、夢を叶えるため
に、今頑張っています。

２月に共同募金配分委員会が開催され、下記の福祉団体及び
福祉教育推進校について審査しました。配分先は、福祉教育推
進校１３校（９小学校・３中学校・１高等学校）と福祉団体、ＮＰＯ
法人等１１団体となり、理事会及び評議員会を経て、正式に決定
されました。詳細は以下のとおりです。
№

学校名及び団体名

１

駛馬小学校
玉川小学校
中友小学校
平原小学校
白川小学校
羽山台小学校
吉野小学校
倉永小学校
手鎌小学校
宮原中学校
白光中学校
橘中学校
明光学園中学校・高等学校
大牟田市身体障害者福祉協会連合会
大牟田市視力障害者福祉協会
大牟田市老人クラブ連合会
大牟田市ボランティア連絡協議会
大牟田朗読の会
大牟田要約筆記の会 のぞみ
ＮＰＯ法人 大牟田市母子寡婦福祉会
ＮＰＯ法人 大牟田市障害者協議会
ＮＰＯ法人 大牟田知的障害者育成会
ＮＰＯ法人 ともしび会
おおむた認知症カフェ連絡協議会

２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

保育士を目指して

12
13

九州大谷短期大学の宮崎
未夢（みやざき みゆ）です。
今回の実習を通して、子
ども達が「やってみたい」
「楽しそう」と思い、意欲的に
活動に取り組めるような声
かけの仕方や、子ども達同士がコミュニケーショ
ンを取りやすい環境作り、子どもの気持ちに寄
り添い、共感する事の大切さなどを学び、毎日
の実習の中で、子ども達と笑顔で関わる事の楽
しさを感じることができました。
今回の学びを活かして、子ども達の笑顔を忘
れずに、また気持ちに寄り添い、安心できるよう
な保育士になれるよう頑張ります。
九州大谷短期大学の古賀
玲菜（こが れいな）です。
１０日間の実習を通して、
保育士の子どもに対する接
し方や一人ひとりに応じた
援助の仕方を学ぶことがで
きました。子ども達が色々なおもちゃを使って
車やヘリコプターといった様々なものにたとえ
て遊んでいる姿に、１歳児なのに自分で考え遊
べるということにも気づきました。
私は将来、子ども達が安心して過ごせる場所
を作り、信頼してもらえるような保育士になりた
いです。
子ども達の笑顔で元気をもらえた１０日間に
なりました。

九州大谷短期大学の原
田 涼（はらだ りょう）で
す。
１歳児と４歳児の組に今
回実習に入らせていただき
ました。実習では、どこまで
援助して、どこから見守るのかなどを学ぶこと
ができました。緊張していましたが、園児のみん
なが積極的に話しかけてくれて、楽しく取り組め
ました。
歴木保育所では子ども達に挑戦することを常
に教えられていたので、私もそのような保育が
できるようお手本にしていきます。

配分委員会の様子

【令和４年度配分先・事業内容及び配分額】

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

くぬぎ保育所

事

業

名

配分額(円)

福祉教育推進事業
42,500
「自然・ひと・もの・こと」を大切にする教育の推進
50,000
高齢者・園児との交流事業及び地域福祉学習
75,000
児童への福祉教育
40,000
ジュニア民生委員・児童委員活動
50,000
高齢者・障がい者との交流を通した福祉教育
40,000
福祉教育推進事業
35,000
地域と学校の協働による福祉教育
70,000
地域遺産学習と食育を通した福祉教育
36,000
Ｍ－ＨＡＴ（駛馬・天の原・玉川） ハッピープロジェクト
120,800
誰もが住みよいまちづくりを考え行動することを目指す活動
50,000
認知症学習・防災・減災学習及び環境美化活動
35,000
地域の方々と女子中高生とのスマイル福祉交流活動
101,000
障がい者社会参加促進事業
200,000
福岡県盲人福祉大会参加及び視力障がい者徒歩訓練活動 130,000
介護予防推進活動
225,000
減災に向けての研修事業
45,000
朗読・録音図書作成等のスキルアップのための研修会
50,000
難聴者の交流・学習の場づくりと技術向上のための研修会
50,000
ひとり親家庭のふれあい事業
100,000
ふれあいパラリンピック＆サン・アビまつり
100,000
障がい者施設見学研修
215,000
精神障がい者等の社会参加促進事業
109,100
高齢者・障がい者・認知症を患う方の社会参加支援活動
120,000

≪「卒園証書授与式・リズム修了式」を行いました！≫

３月２０日、歴木保育所の卒園式を行いました。コロナ禍の
中、無事に開催することができました。子どもたちは、卒園証書
をしっかりと握りしめ、胸を張って歩いていく姿には、逞しさと
大きな成長を感じました。その後のリズム修了式では、小さい
時から培ってきたリズム運動を、堂々と披露。沢山の保護者や
職員に見守られながら、キラキラした笑顔で楽しんでいました。
保育園で過ごした卒園までの時間、子どもの成長を通して、
保護者の方々との信頼関係を築く事も、保育所としての大きな
役割であると改めて感じました。

『大きくはばたけ

くぬぎっこ！！』

２０名の子どもたちのこれからの大きな成長を、職員
一同、心から祈っています。

