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第10回 よこしばひかり福祉のつどい開催

光中学校吹奏楽部による演奏の様子
関連記事 ２ページ
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発行

社会福祉法人

横芝光町社会福祉協議会

〒289-1727 千葉県山武郡横芝光町宮川11902
TEL 0479-80-3611 FAX 0479-80-3651
E-mail yh-shakyo@soleil.ocn.ne.jp
http://www.yokoshibahikarishakyo.jp/

第
横芝中学校と大総小学校による活動報告、光中学校吹奏楽部の演奏、東北震災復興支援を目的と
した抽選会を行いました。吹奏楽部の演奏では「翼をください」を全員で歌い、抽選会ではくじが
引かれるたび大きな歓声が上がり、盛会裡に終了しました。

賞状を受けとる受賞者

会長表彰並びに感謝状受賞者の皆さん

大木愛恵さんによる作文発表
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受賞おめでとうございます （順不同・敬称略）

田中俊晴（本町）
宇都木信吾（北清水）
加瀬百合子（北清水）
鈴木篤子（台）
土屋良子（芝崎）

福祉のまちづくり作品入選者の皆さん

社会福祉協議会長表彰

【民生委員児童委員】
東條啓子
（谷台）

【地区社協】
伊藤洋子
（中台）
中西順子
（栗山）
浅野敏子
（北清水）
鈴木ふみ子（宝米）
伊藤英子
（富下）
伊橋佳辰
（五ノ神）

社会福祉協議会長感謝状

ラ・フランス

福祉教育推進校活動報告の様子
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回 よこしばひかり福祉のつどい

2月20日、町民会館において、第10回「よこしばひかり福祉のつどい」を開催しました。
第1部の式典では、町の福祉推進に功労のあった方々、社会福祉協議会に対し10万円以上の寄
付をしてくださった方々や福祉のまちづくり作品入選者の表彰、第2部では、福祉教育指定校の
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「福祉推進」のため活用します

社会福祉協議会へ次の方々からご寄付が
ありました。
平成 年８月〜平成 年 月

27

年

12月17日、公益法人 24時間テレビ
チャリティー委員会様より、リフト
付き福祉車両が当協議会に贈呈さ
れました。
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髙田直子様
大総小学校PTA様
横芝光町婦人会様
ラ・フランス様
ＣＢＳ様
更生保護女性会様
チャリティー野球大会実行委員会様
銚子商工信用組合信友会様
光ライオンズクラブ様
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日蓮宗千葉県東部宗務所様
横芝光町商工会女性部様
日吉地区行政総務員様
光ライオンズクラブ様
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横芝小学校 福祉体験学習
12月9日、横芝小学校で福祉体験学習が
行われ、社会福祉協議会職員が車イスの操
作などを指導しました。
車イス体験では、体育館にコースを作り
車イスの扱いや介助方法を学び、視覚障が
い者の介助体験では、アイマスクをつけ階
段を上ったり下ったり。
障がいのある方をど
目の不自由な方と介助者がペアになり
階段の上り下り

マットで段差を作り車イス体験

のように介助したら良いかを学びました。

南条小学校 福祉体験学習
2月26日、南条小学校で福祉体験学習が行わ

れ、社会福祉協議会職員が高齢者疑似体験な
どを指導しました。
車イス体験では、スロープやマットを利用
し段差がある時の車イスの操作方法や介助
方法を学びました。
また、高齢者疑似体験では、高齢者の身体
機能低下を体験しました。

スロープを安全に乗り越える方法を学ぶ
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視野が狭い状態で本を読んでみました

地域のふれあい活動（地区社協）
上堺地区社協

大総地区社協

配食サービス・環境美化活動

大総小グラウンドゴルフ
大会運営協力

児童からお礼の
「花の苗」
を受取る運営委員

12月16日、3月19日に上堺地区在住の一人暮ら

しの方へ弁当をお届けしました。
ま た、11月21日、3月19日、上 堺 会 館 周 辺 の 清
掃活動や花壇の花植えを行いました。

12月5日、大総小学校で4、5、6年生とその保護
者が参加しグラウンドゴルフ大会が行われ、大総
地区社協が大会運営に協力しました。

横芝地区社協

横芝地区ふれあい食事会
（地区敬老会）

12月11日、文化会館で、横芝地区にお住まいの75才
以上の方をお招きし横芝地区敬老会を開催しました。
まさご幼稚園の園児によるお遊戯、フラダンス、生き
生きクラブ女性部による踊り、カラオケ、プロ歌手の
「ふじのみさ」
さんによる歌謡ショーを行いました。

まさご幼稚園の園児によるお遊戯

横芝地区社協 分会活動

鳥喰分会
餅つき

上町分会
凧作り・凧あげ大会

本町分会
ふれあい食事会

2月7日、鳥喰中央集会所で、毎年
恒例の餅つき大会を行いました。
当日は、鳥喰地区の子供から高
齢者まで多くの方が参加しお餅を
いただきました。
また、一人暮らしの高齢者へ、で
きたお餅をお届けしました。

2月7日、上 町 区 民 館 で 凧 作 り・
凧あげ大会を行いました。上町区
の子供たちに凧作りを教え、出来
上がった凧を近くの田んぼであげ
ました。子供たちからは、大きな歓
声が上がっていました。

11月18日、本町集会所で本町地
区にお住いの70歳以上の方をお招
きして本町分会ふれあい食事会を
行いました。
地区の有志による踊りや歌で大
いに1日を楽しみました。
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南条地区社協

しめ縄・
正月リースづくり

12月15日、光中央保育園南条あ

南条地区
グラウンドゴルフ大会

11月17日、光スポーツ公園野球
場にて、南条地区の60歳以上の方
を対象にグラウンドゴルフ大会を
行いました。

大会結果

そびの広場で、南条小学校の５年
生を対象に、しめ縄と正月リース
作りをしました。
この事業は伝統的な技術の継承
と世代間の交流を目的に毎年開催
しています。

日吉地区社協

第１位
第２位
第３位
第４位
第５位

籠谷靜愛（母子）
越川古冬（母子）
山崎文武（台）
越川茂雄（母子）
鈴木正男（台）

餅つき

（地域世代間交流）

日吉小学校(11月7日）、日吉保育
園（1月8日）で 餅 つ き を 行 い ま し
た。餅 つ き 体 験 を し た 後、出 来 上
がったお餅をからみ、あんこ、きな
こ、雑煮などでいただきました。

東陽地区社協

東陽地区交流会（地区敬老会）

災害ボランティアスクール

三角巾を使用した包帯法の練習の様子
園児によるお遊戯の様子

12月8日、町民会館で、東陽地区の65歳以上の方をお招きし

東陽地区敬老会を行いました。
光保育園、光中央保育園、光幼稚
園の園児によるお遊戯や合唱、雅楽の演奏、生き生きクラブ女
性部による舞踊、プロ歌手の美桜かな子さんによる歌謡ショーを
行いました。
盛り沢山の内容に会場は大いに盛り上がりました。

11月30日、東陽小学校5年生を対象に災
害ボランティアスクールを行いました。この
事業は、いざという時役に立つ救急法を学ぶ
ため開催しています。
AEDを使用した心肺
蘇生法、三角巾を使用した包帯法、担架搬送
法などを習いました。

白浜地区社協

白浜地区グラウンドゴルフ大会
しおさいスポーツ公園サッカー場にて、
11月19日、
白浜地区の60歳以上の方を対象にグラウンドゴル
フ大会を行いました。

大会
結果

第１位
第２位
第３位
第４位
第５位

鈴木重行 （長塚）
実川信夫 （辻）
伊橋泰知 （五ノ神）
福元省蔵 （長塚）
吉田嘉信 （長塚）
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昔の遊 び

○日吉地区社協 ○大総地区社協 ○白浜地区社協

日吉地区
（1月15日）
、大総地区
（1月25日）
、
それぞれの地区で小学校
白浜地区
（2月5日）
低学年児童を対象に、子供の頃遊んだ遊びを
伝承する
「昔遊び」
を行いました。
地区社協運
営委員が遊び方を教えると子ども達は口々に
「すごい上手」
と言っていました。
時の経つの
も忘れ、子供達と一緒に楽しみました。

白浜小学校でのおはじきの様子

養護老人ホーム「光楽園」で福祉体験学習会開催
12月25日、養護老人ホーム「光楽園」
で、福祉体験学習を行いました。
参加者
は施設の職員の方から、施設内の設備
や入所者の様子、普段の施設での介護
や行事などの説明を受けました。
また、車イス体験や福祉車両の操作な
ど体験をしました。

車イス体験の様子

施設職員から説明を受ける参加者

平成27年度第1回地域福祉フォーラム
山武ブロック研修会開催

12月3日、文化会館において、平成27年度第1
回地域福祉フォーラム山武ブロック研修会が開
催され、約100名の福祉関係者が参加しました。
「地域福祉フォーラムについて」
県社協から事
業説明の後、芝山町と佐倉市における取り組み
について、実践発表が行われました。
※「地域福祉フォーラム」とは、地域福祉に関係す
る様々な分野の団体や個人が参加・協働し「地域
づくりのあり方・取り組み方を考えていく場（話
し合いの場、協働の場）」のことです。

福寿会

芝山町の地域福祉フォーラム取り組みについての発表

ひとり暮らし高齢者のつどい

2月25日、町民会館で福寿会を行いました。福
寿会は、自宅に閉じこもりがちなひとり暮らし
高齢者の方を対象に、毎月1回開催し、健康相談、
健康体操、レクリエーションなどを行っていま
す。
カップケーキ作りに挑戦
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社会福祉協議会では、
「ふれあいサロン」を支援しています
○ふれあいサロンとは？
身近な場所に気楽に集い、
「生きがいづくり」
「仲間づくり」などをす
るための活動のことです。
○サロンで何をするの？
茶話会、食事会、ゲーム、カラオケなど、自分たちで考え、自分たちが
したい事を
「楽しく」
「気軽に」
「無理なく」
続けることが大切です。
○サロンの効果
地域に知り合いが増え、情報交換や孤独感の解消にもつながります。

社会福祉協議会では、
「ふれあいサロン」
立ち上げを支援しています。
また、サロンの助成も行っていますので、お気軽にご相談ください。
現在、町内に15ヵ所の「ふれあいサロン」が設置されています。
※詳しくは、
☎80-3611にお問い合わせください。

「５月・６月は赤十字運動月間です」

「心配ごと相談」
「法律相談」を
行っています

～災害からいのちを守る赤十字～
日本赤十字社千葉県支部は、
「人のいのちと健康、
尊厳を
守る」
という使命のもと、
世界190の国と地域に組織され
ている赤十字・赤新月社と連携し、
国内の災害時におけ
る救護活動や国外の紛争・自然災害・病気などで苦しむ
人々への救援活動だけでなく、
さまざまな人道的活動を
行っています。
これらの人道的活動は多くの皆様の温かい善意によっ

心配ごと相談
開催日 毎月第2・第4火曜日
午後1時30分から4時
場所 第2火曜日 文化会館
第4火曜日 町民会館
法律相談（弁護士相談） ※要予約
開催日 毎月第1・第3火曜日
午後1時30分から4時（1組30分）
場所 第1火曜日 文化会館
第3火曜日 町民会館

て支えられています。
「活動資金へのご協力をお願いします。
」
○一般社資（一般世帯）
500円～
○法人社資（法人・事業所）
3,000円～

相談は無料で秘密は守られますので、お気軽に
ご相談ください。
問合せ・予約 社会福祉協議会☎80-3611

日常生活自立支援事業（愛称 すまいる）のお知らせ
このようなことで
困っていませんか？

○福祉サービスの利用のしかたがわからない
○役所から届く書類をどうしたらいいのかわからない
○公共料金や医療費の支払い、銀行などでの払戻しがうまくできない
○通帳や印鑑、大切な書類をよくなくしてしまう

そんなときは、社会福祉協議会にお気軽にご相談下さい。
～福祉サービスを安心してご利用できるようにお手伝いします～
（例）・配食サービスの申請 ・紙おむつの申請 ・介護保険の申請など福祉サービスの手続きのお手伝い
～毎日のくらしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします～
（例）
医療費、税金、公共料金等の支払い などのお手伝い
～大切な書類や印鑑をお預かりします～
年金証書、預貯金通帳、不動産管理証書、契約書類、実印、銀行員など
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横芝光町地域活動支援センター

たんぽぽ

横芝光町栗山1076 TEL.（82）0343 Ｅメール：tanpopo-671@spice.ocn.ne.jp
平成6年7月の開所当初は3名でスタートした「たんぽぽ」も、開所以来はじめて13名（男性7名 女性
6名）になり、毎日活気にあふれています。そこで、みなさんにたんぽぽの様子を少しご紹介します。

今日の仕事を
ホワイトボードで確認

今日のしごとは、なにかな？

箱は重いけど、
弱音なんてはか な い ぞ ぉ 〜
よいしょ よい し ょ

会社から大量の材料を
全員で運びます
がんばるぞ

自分の仕事を進めます

片付け・掃除して帰ります

時々お出かけしたり、バザーにも参加します。

ＥＭぼかしを作って
販売もしています
ＥＭぼかしは生ごみにふりかけたり混ぜることによ
り良質な発酵飼料にするものです。
これからの季節暑くなると生ごみの臭いが気になった
り、
ハエや虫がわいてしまい困った経験はありませんか？
そんなときには、ぜひ一度お試しください。
詳しくはたんぽぽにご連絡ください。

総武中央ライオンズクラブサポート女性部様より、バザー用品の寄付をいただきました。
ありがとうございました。

EMぼかし販売場所

横芝光町健康づくりセンター｢プラム｣・JA山武郡市・光風館・
文化会館・横芝光町地域活動支援センター
「たんぽぽ」
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