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災害ボランティアセンターより

南国青年会議所と
南国市・香美市・香南市社協合同の研修を開催しました！
昨年度、
南国青年会議所と大規模災害時における災害ボランティアセンターの設置・運営に関する協定

を締結しました。協定の締結だけでなく、実際に顔の見える関係づくりをおこなうため、
また、災害ボラン
ティア活動や災害ボランティアセンターの基礎知識を深めるため、9月23日（水）、のいちふれあいセン
ターで研修をおこないました。
高知県社会福祉協議会からコロナウイルス等の感染症対策を含めた災害ボランティア活動についてお
話いただいた後、
それぞれの業務や得意なことを活かしてできることについて考え、
発表いただきました。
通訳や交流の場づくり、子育て支援等さまざまな意見を聞くことができ、
これらの意見をもとに、今後どの
ように具体的に連携を深めていくか協議を重ねる予定です。

香南市社会福祉大会の開催について お知らせ
毎年度、社会福祉の発展に地域貢献をされた方々の顕彰及び社会福祉に関する知識を
深めてもらいたいと社会福祉大会を開催していました。
しかし、新型コロナウイルスの感
染拡大の状況を踏まえ、大会にご参集いただきます多くの地域住民や関係者の皆さまの
健康と安全、感染拡大防止のため、今年度は実施しないことといたしました。
まことに残念
ではありますが、
ご理解のほどよろしくお願いします。

赤い羽根共同募金配分金事業

ひとり親家庭交流日帰り遠足を開催しました！
10月11日ひとり親家庭交流日帰り遠足で14家庭の参加があり、ナカノヤ琴平、四国
水族館へ行ってきました。
「いろいろな行事が中止になって、今回楽しみにしてました。来
れて良かった！」
との声も頂きました！
※車内や食事等、施設利用時にはコロナ対策しながら参加していただき
ました。
ひとり親家庭交流事業は、香南市内のひとり親の方々がお互いに交流を
深めることを目的に実施しています。

香南市社恊だより
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職員紹介
１０月１日付けで採用になりました。

９月7日付けで採用になりました。
事務局
赤岡・吉川町
地域福祉支援員
とお

ち

な

みかんの里
看護師

ほ

たけ うち

十市 奈穂

のぞみ

武内 希

分からないこともありますが、
「日々勉強！」と、頑張っ
ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

今までの経験を生かし、香南市の社会福祉に貢献し
ていきたいと考えています、よろしくお願いします。

民生委員・児童委員の紹介

香我美地区の民生委員・児童委員の
一部改選がありましたので、ご紹介
します。

■ 香我美町町民生委員児童委員協議会
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赤い羽根共同募金配分金事業

ひとり暮らし高齢者遠足会のご案内
今年は新型コロナウィルス感染症の流行により春の遠足を中止させていただきました。
コロナ禍の中で他者とのこれまでどおりのコミュニケーションが難しくなっていますが、新しい生活様式でひとりひと
り感染予防をしていただきながら、ひとり暮らし高齢者の心の健康と寝たきり予防やひきこもり防止の一環として、交流
を通じて心身のリフレッシュを図るため、ひとり暮らし高齢者遠足会を開催します。
令和２年11月19日（木）
（野市地区）
この事業は赤い羽根
令和２年11月25日（水）
（赤岡・香我美地区）
共同募金の配分金事業です。
令和２年11月26日（木）
（夜須・吉川地区）
※各地区の集合場所と出発時間については申込時にご確認ください。
※コロナ禍での開催となり、車内や食事での密集や密接等できる範囲で感染防止対策を行います。
○行 き 先
モネの庭・中岡慎太郎館
○参 加 費
2,000円（当日取消は参加費をいただきますので、
ご了承ください。）
○申 込 締 切
11月１３日（金）
○日
程
香南市発→田野駅屋（休憩・お買い物）→カフェ・モネの庭・昼食（11:15～12:00）→モネの庭
（12：00～13：30）→中岡慎太郎館（13:40～14:20）→安芸駅ぢばさん市場（14:50～
15:10）→香南市（16：00頃）
○参 加 資 格
4月1日に70歳になっているひとり暮らしの方
○問合せ・申込み 香南市社会福祉協議会 担当：永野☎57-7300
○開

3

催

日

香南市社恊だより

生活支援体制整備事業より

スリボンを作ろう！
ラ
ト
シ
Feat. 香南市商工会女
性部
みかんの会では、竹で作る植木鉢を、地域の障害者施設
で作りたいね！という話しをしていましたが、コロナ禍で
「人を集めてイベントをするのはちょっとリスクが…。」
と
今年は断念、
「 香南市ではあまり聞かないが、
コロナにか
かった人や、最前線で働いてくれている医療従事者への
誹謗中傷を聞くと…。」
という話しから、
「シトラスリボンプ
ロジェクト」
の話に…。
という事で、香南市商工会女性部の方に来ていただい
て、
シトラスリボンを作りました。

今回は、SC横山の地元愛媛からはじまった
「シトラスリボンプロジェクト」
まさか、高知で
地元の運動に関われるとは…。
今でもたくさんの医療従事者や、
コロナにか
かっている人が多い中、
この活動が香我美町
だけでなく、香南市内全体に拡がればいけ
ばいいなぁ～と思いました。

生活支援コーディネーター

横山

もっとちゃんと紹介したい☆香南市商工会女性部 「シトラスリボンプロジェクト」
～ただいま、おかえりって言いあえるまちに～
当たり前と思っていた
「ふだんの暮らし」
を揺さぶっている新型コロナウイルス。
どこにいても、何をしていても、
いつだって、誰だって感染のリスクは０ではありません。
ウイルスへの感染が確認された方々や、
私たちの暮らしを支えてくれる方々がコロナ禍で差別偏見されている現実があります。
「ただいま」、
「おかえり」。
お互いにそんなふうに言いあえる、受け止める空気であってこそ、安心・安全が守られるまちなのでは
ないでしょうか。差別偏見なく、
わたしたちの暮らしを守るために日々奮闘しておられる方々への感謝も込めて、
「ただいま」、
「おか
えり」
と言いあえるひとの輪を香南市に、高知県にも。
その輪が広がるようにと、
シトラスリボンには願いが込められています。
このプロジェクトは、愛媛県から始まりました。
その想いを香南市商工会女性部がつむぎ、活動の輪を広げていっています。

香南市社恊だより
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こうなんファミリーサポートセンターより

スキルアップ講座を開催しました
9月24日（木）高知県立青少年センターにて、
『 安全な援助活動をするために』
と題し、香南市・香美市
合同でスキルアップ講座を開催しました。20名の方に参加いただき、危険予知トレーニングや、消防本部
による救急救命、症例別対処法などを学びました。
１部は危険予知の観点から、身近に起こりうる事故を未然に防ぐべく、
こども目線の映像やこどもに多
い事故状況を紹介。誤飲ルーラーを用いてこどもが口に入れて詰まらせそうなものをチェックしたり、日
常的にありがちなリビングやキッチンのイラストから事故につながりそうな箇所を確認したりと、身近な
危険を改めて学びました。
２部は香南市消防本部による救急救命の講習で、心臓マッサージやAEDの使い方、誤飲やアレル
ギー、頭部打撲など症例別に詳しい対処法の説明があり、皆さん熱心に聞き入っていました。また時間
いっぱいまで質問するなど、日頃は聞けないプロの話をじっくり聞くいい機会となりました。
参加者のみなさんからとてもわかりやすい
講座内容だったと好評いただきました。

まかせて
会員さん
絶賛
大募集中！！

下記の日程で講習会を開催します。
関心のある方はぜひご参加ください。
下記の日程で講習会を開催します。
関心のある方はぜひご参加ください。

日

時

２０２０年１１月１４日（土）・１１月１５日（日）
9：00 ～ 16：30 （受付開始 8：30 ～）

場

所

のいちふれあいセンター２階

第3 研修室

参 加 費 無料
内
容 専門講師による子どもの発育・栄養・心の発達や保育に関する講座
事業のしくみ・概要など

参加資格
申
込

香南市在住の 20 歳以上で、お子さんが好きな方
下記連絡先へ TEL、FAX 等で 11 月 6 日（金）までに事前にお申込みください。

問合せ・申込先

こうなんファミリーサポートセンター（社会福祉法人香南市社会福祉協議会内）
〒781-5241 高知県香南市吉川町吉原 95 吉川庁舎 2 階
TEL（0887）57-7300 FAX（0887）57-7305
E-Mail：konan-fs@ca.pikara.ne.jp
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担当：前田・松﨑

高知県立大学社会福祉学部実習生 インタビューコーナー
第1弾

新型コロナウイルス感染症対策、ばっちりしてます！
吉川町高齢者クラブ～カラオケ教室～

吉川町高齢者クラブのカラオケ教室にお邪魔させていただきました♪吉川町高齢者クラブでは、毎週
月曜日に、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりとおこないながらカラオケ教室を開催しています♪

新型コロナウイルス感染症対策
・入室前の手指消毒及び、体温測定
・間隔を空けての着席
・フェイスシールドの装着
・歌唱後のマイクの消毒
・部屋の換気
（９時、
１１時、
１４時の２度）
・使用後の机の消毒
また、吉川町高齢者クラブの会長である松下美代子さんよ
り、
お話を伺いました！
なぜ、吉川町高齢者クラブに入会されたのですか？
以前は、桜づつみ公園で清掃活動をおこなっていました。
その際に、人集めとして声をかけられ、入会しました。
入会して良かったことはどのようなことですか？
私は、香南市若手委員会芸能部の副部長としても活動して
います。弁天座で、歌う人と踊る人とを集めて芸能大会を開
催しており、芸能大会において音響の機械の操作をおこ
なっています。多くの人が集まり、皆さんが歌ってくれること
が楽しいですね。
「良かったよ。」
と言ってもらえることが励み
になります。
松下さんが考える、吉川町高齢者クラブの魅力は何ですか？
歌うことによって病気を予防するよう、皆さんが明るく活動されているところですね。皆さん、
カラオケ教室を楽
しみに来てくださいます。
また、
カラオケ教室は、健康の増進だけでなく認知症の予防にもつながる活動です！
これから、吉川町高齢者クラブとしてどのように活動していきたいですか？
会員をどんどん増やしていきたいですね。
そして、会員が現在以上にたくさん増えたら、大勢で何か活動したい
です！また、新型コロナウイルス感染症が収束したら、芸能大会においてまた歌が歌えるようにしたいです！ま
た、天然色劇場の芝生の前でも、
みんなで歌いたいですね！
新型コロナウイルス感染症により、
これまでは「当たり前」であった生活に多くの制限が課せられるようにな
り、
「当たり前」は一変しました。
しかし、
このような状況のなかでも、様々な工夫を凝らしながらカラオケ教室を
楽しまれていた皆さんの姿からは、
「カラオケ教室をみんなで楽しみたい！」
という強い意思を感じました！さら
に、声をかけ合って曲を予約している皆さんの姿や、松下さんによるお話からは、
自分たちが中心となって、
自分
たちの力で活動していこうという姿勢を感じました！
吉川町高齢者クラブへのお問い合わせは、下記問合せ先に！このような社会の状況のなかでも、前向きに活
動されている吉川町高齢者クラブの皆さんに少しでも関心を抱かれた方は、ぜひ、松下さんより詳しいお話を
聞かれてみてはいかがでしょうか？

お問い合わせ先
吉川町高齢者クラブ連合会

会長

連絡先：０９０－７５７０－００６２

松下美代子

開催日：毎週月曜日
場 所：吉川防災コミュニティセンター
（吉川町吉原２８７－１）
会 費：１，
３００円／月
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