海田町社協では，毎月，介護者の集いとして「気ばらし会」を開催し
ています。平成３０年7月豪雨災害から３年が経過することから，今
回は，海田町防災課の方２名にお越しいただき，災害時にどのように
行動するかを事前に決めておく避難計画「ひろしまマイ・タイムライ
ン」についてお話しいただきました。☆詳細は次ページ☆

「早めの避難」が大切です。

タイムラインが
命を守る
身近な人と避難計画を決めておきましょう。
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ひろしまマイ・タイムラインは，平成30年7月豪雨
災害を機に広島県が作成した，広島県の特徴を考えて風水害
に対する準備をするものです。
住んでいる地域にどんな災害の危険があるか，いつどのように避
難したら良いのか，資料に基づきプランを立てました。
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「このマークはどういう意味？」「指
ハザードマップで
定避難所と指定緊急避難場所って何
自宅付近の
災害リスクについて が違うの？」とハザードマップの見
確認
方も学ぶことができました。

避難先と聞くと開設される近くの避難所を思い浮かべますが，家族や親戚の家，ホテルも
重要な避難先です。そして避難先までかかる時間，避難準備に何が必要でどのくらい時間
がかかるか考えます。防災課の島田さんからは「薬と眼鏡は忘れず用意してくださいね」と教えてもらいました。
避難先と避難ルートについて複数考えておくことも大切です。皆さんからは，「自分の家の周りに災害の危険があ
るなんて知らなかった」「家族と避難に必要な物について考えてみたい」などの感想がありました。
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避難先を確認

勉強会から約１週間後，広島県に大雨が降り，海田町では避難指示が発令されました。参加者の皆さんは「あの時
話を聞いていたから早めに避難したよ」
「話を聞いていて本当に良かった。こんなにすぐに役立つなんて」と災害に
ついて正しく理解し，避難について家族と話し合っていたからこそ，落ち着いて行動をとることができていました。

「介護の悩み」‥‥ 一人で抱えていませんか
海田町社会福祉協議会では，介護・介助者の皆
さまが気軽に心配ごとや困りごとを話せる「集
い」を開催しています。介護に悩んでおられる
方，介護を終えたけど介護の大変さを抱える人
の力になりたい方，今後介護するかもしれない
不安をお持ちの方などさまざまな人が気軽に話
せる場所です。
日頃の介護の思いや大変
さ、不安な思いを皆さま
と共有しながら，ちょっ
と息抜きしませんか？

気ばらし会
座談会 10月1日
（金）
★★ 時

間：13:30～15:30
所：海田町福祉センター
１階ボランティア活動室
★★ 申 込：不要
★★ 参加費：無料
★★ 問合せ：海田町社会福祉協議会
TEL ８２０-０２９４
★★ 場

参加者の声
みんなの体験談が
役に立つ

介護を経験した人しか分か
らないことがある。同じよう
な悩みを打ち明け合えるこ
とで気持ちが晴れる

気ばらし会は

ありがたい存在

勉強会 10月15日
（金）
「認知症の方を支える制度を学ぼう」

～認知症あんしんガイド（ケアパス）海田町版～
師：海田町地域包括支援センター
主任介護支援専門員 植田伸哉さん
★★ 時 間：13:30～15:30
★★ 場 所：海田町福祉センター 2階ふれあいコーナー
★★ 対 象：海田町在住の要介護者を介護している方
介護に関心のある方
★★ 定 員：１５名
★★ 参加費：無料
★★ 申 込：海田町地域包括支援センター
TEL ８２１-３２１０
★★ 講
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令 和 ３ 年 度

福祉委員会開催

海田町社会福祉協議会では，約30年前から福祉委員の皆さんが民生委員児童委員さんと連携しながら地域の課題把握の
ためのアンテナ役として活躍しています。コロナ禍ということもあり，今年度は町内を3地区に分けて福祉委員会を開催
しました。グループに分かれて実施した意見交換会では「コロナ禍での取り組み」や「地域のつながりづくり」について，
意見を出し合い，それぞれの地域での日頃の活動を共有しました。今後の活動の参考となる良い機会となりました。

海田小・海田西小学校区

〜地域課題への対応、行政と連携〜
コロナ禍のため，電話で生活状況等の聞き取りをす
る中で，簡単な健康チェックシートを作成して健康
状態等に変化がないか確認されている自治会もあり
ました。また，サロン終了後に民生委員児童委員さ
んを中心に住民さんの変化や地域課題への対応につ
いて話し合い，行政等と連携されている自治会もあ
りました。社協が把握できていない福祉委員さんの
活動もあり，もっと地域へ出向いていくことや連携
を図っていくことが必要だと感じました。

〜顔の見える関係づくり〜

海田東小学校区

活動が自粛になる中，いきいきサロンの必要性
を改めて実感したり，民生委員児童委員さんと
一緒に気になるお宅に訪問し顔の見える関係づ
くりに取り組んでいる自治会もありました。
また，地域の色々な人が聞き取った情報を定期
的に集まって共有している自治会もありまし
た。社協としても課題解決に向けて一緒に取り
組んでいければと思っています。

海田南小学校区

〜「見守り隊」結成し安否確認〜
自作の衝立を作って飛沫感染予防をされていた
り，ボランティアの「見守り隊」を結成して，
地域の見守りを行っている自治会や，訪問しや
すいよう粗品を配る工夫をしたり，留守の際は
訪問カードを作成してポスティングすることで
折り返しの連絡が入ることも多いようです。ま
た，文化委員と一緒にイベントの企画等もされ
ている自治会もありました。

令和３年度第１回福祉委員会スケジュール
１，開会

会長あいさつ

２，内容
①い
 きいき百歳体操・高齢者活動ポイント事業について
【長寿保険課】
②出
 前健康教室について【保健センター】
③福
 祉委員の役割について
④ボ
 ランティアセンター事業等について
⑤意
 見交換（コロナ禍での取り組み/地域のつながりづくり）
⑥そ
 の他
３，閉会

部会長あいさつ

海田町役場から，いきいき百歳体操や来年から開始する高齢者い
きいきポイントについての説明のほか，保健センターの各地区担
当者から地域共生社会の実現に向けた取り組みや出前健康教室の
案内をしていただきました。
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福祉委員さんのちょっと一言…
福祉委員をやっていて良かった
ことは，地域のことを知ること
ができたし，顔や名前を覚えて
もらえること。大変なこともあ
るけど自分のためになっている
と感じます。活動で頭を使うこ
とも多いので認知症予防にもな
っています。

オーダーメイドの
「福祉授業」の紹介

海田町社会福祉協議会が窓口となる「福祉授業」に
は，大きな特長があります。申し込みのあった学校の
先生から直接に授業の「ねらい」を聞き取り，その情
報を参加ボランティアグループのメンバーと共有した
うえで，授業で伝えたいことや感じてもらいたいこと
が体験できるよう，先生・ボランティア・社協職員の
三者が役割を理解してオーダーメイドで授業を作りあ
げています。また，事前に授業会場の下見を行うこと

車イス体験

─ あなたとわたしのボランティア情報 ─

2021.9.1発行

第146号

で，児童が安全に体験授業に取り組めるよう必要な機
材や器具を学校と協力して整えています。こうした取
り組みを通して，安心・安全に「ねらい」を体験でき
るよう進めていく点にあります。
福祉授業のまとめでは，ボランティアと
児童の交流の場がもたれ，参加した児童
が様々な気付きや発見を伝えてくれるの
もこの授業の大きな魅力です。

学 年：海田南小3年生 1組～3組（107名）
日 時：６月２５日（金）９：２５～１２：０５
場 所：海田南小学校（体育館）
参加ボランティア：車椅子とことこクラブ
参加メンバー：9名
福祉授業では，車イス体験を通じて，児童が体の不自由な方の立場に立って考
え行動することの大切さについて気付けるよう，会場に段差やスロープ・方向
転換の場所などを設け，利用者が移動の時に感じる不安な気持ちや体への振動
など日常にはない感覚を理解して，介助する際にはこうした不安な気持ちに寄
り添うことの大切さが学べるよう役割を交代しながら体験を重ねました。

高齢者
疑似体験

学 年：海田南小３年生 1組～3組（107名）
日 時：７月２日（金）９：２５～１２：０５
場 所：海田南小学校（体育館）
参加ボランティア：車椅子とことこクラブ
参加メンバー：10名

今回の福祉授業では，高齢者がテーマです。年齢を重ねると体に現れる変化を
視力や筋力の低下，関節の動きづらさなどを装具で再現して体とともに気持ち
の変化も学ぶというものです。ボランティアメンバーは，体験コースにボール
キャッチや絵本のコーナーを準備して，児童が分かりやすく体感できるよう工
夫して授業を進めました。交流の時間では，児童から体の動かしづらさや絵本
の見えづらさの意見とともに，お年寄りに接するときには優しくしたいなど意
見が出ていました。
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ずーっと海田で暮らしたい

◆ ◆ ボランティア人間塾

私もできる講座

予告 ◆ ◆

「こども食堂」

『あなたのまちでも


始めませんか？』

講師

越 智 誠 輝

ここ数年で全国5千か所まで広がり
何万人もが定期的にボランティア
で活動している「こども食堂」。その
実態を知ればきっとあなたのまち
でも活動を始めたくなるでしょう。

日時：10月22日（金）
13:30〜15:30

場所：海田町福祉センター
2階

ふれあいコーナー

受 講 料 ：200円（保険料込）

※年度制のため，お支払いは初回のみです。

申込・問合せ：海田町社会福祉協議会
TEL 820-0294

イベント・事業中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により，町民の皆様や参加者の健康と安全を最優先に考え，下記のイベ
ント，事業を中止させていただきます。
楽しみにしていただいていた皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが，何卒ご理解のほどお願い
申し上げます。

● 第１８回スマイルフェスタｉｎかいた
● 海田町さわやか大学（９・１０・１１月）

また，「令和３年度海田町福祉センターまつり」「社協オークション」については現在，
検討中です。決まり次第海田町福祉センターのホームページや社協だより等でお知らせい
たします。
今後も新型コロナウイルスの感染症の影響でイベントや事業が中止となる場合がありま
す。ご理解とご協力よろしくお願いします。

5

話して和んで輪になって

ともに

助けあうまちかいた

かいたの サロンにおじゃまします
大立町いきいきサロン

vol.2

日時：偶数月の第１月曜日（10:00～12:00）
場所：海田南コミュニティホーム他
的をしっかりと説明され，体操中も「脇を締めること
を意識してみてください」とか「足先の向きはまっす
ぐ前です」というように効率よく筋力アップができる
よう説明をされていました。また，ペットボトルなど
を使用して負荷をかけながら体操されている方もおら
れ，それぞれが工夫しながら取り組んでおられるよう
に感じました。体操終了後にはおもしろ川柳の発表や
サロンに参加されていた自治会長さんや民生委員さん
から防災等についてのお知らせがありました。情報共
有の場としても利用されており，地域の方々が安心・
安全に生活できるようなお話しもされていました。

ひまわりがお辞儀をするほど真夏の日差しが照り付け

また，いきいきサロンと

る中，大立町いきいきサロンにおじゃましてきまし

は別に地域の誰でも参加

た。この日は男女合わせて約２０人の方が参加されて

できる「おしゃべりサロ

いました。感染予防にもしっかり取り組まれており，

ン」を月に１回開催され

お弁当は持ち帰るよう準備されていたり，使用した椅

ており，子ども達や地域

子やテーブルも除菌シートでしっかりと消毒されてい

の方々が交流されてます

ました。この日は，いきいき百歳体操・かみかみ百歳

ので，興味がある方は参

体操に取り組んでおられました。開始時に，体操の目

加してみてください。

おしゃべりサロンは，
毎月第４木曜日にエメ
ラルドマンション集会
所で10時～12時まで開
催しています。

サロン活動は新型コロナウイルス感染予防対策を講じて開催しています
緊急事態宣言時等の影響でサロン活動を自粛のお願いすることがあります。

始まります！
今年も１０月１日から１２月３１日まで赤い羽根共同募金運動を実施します。
共同募金は、戦後間もない昭和22（1947）年に、市民が主体の民間運動として始まり
ました。
当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律
（現在の「社会福祉法」）に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。
社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる
よう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を
良くするしくみ。」として、取り組まれています。

コロナ禍ですが
今年もみなさまの
ご協力をお願い
いたします。

海田町でも毎年，みなさまには心あたたかいご理解とご協力をいただいております。
お寄せいただいた募金は，福祉教育やいきいきサロン等の福祉事業などに役立たせてい
ただきます。
戸別（こべつ）募金につきましては，自治会をとおして募集いたします。広島県共同募金会海田町共同募金委員会
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こんな サービスやってます！
〈 申 込・問合せ〉

820-0294 （海田町社会福祉協議会へ）

かけはし

訪問理美容
自宅で理髪が受けられるよう
理美容師がお宅に伺います。

福祉サービスの情報提供や、
手
続きのお手伝いや代行などを
行います。

対 象 理美容院に行くことが困難な方
いずれか

対 象 認知症、
知的・精神障がい等により、判断が

できにくい方

利用料

利用料

福祉サービス手続のお手伝い
年金、手当の受領確認
生活費の預金払戻
税金、公共料金の支払
通帳等の預かり

❶65歳以上の一人暮らし
❷65歳以上の高齢者世帯

1回

1,500円

車椅子、杖、シルバーカーを
貸し出します

対象

回数

通常バスやタクシーを利用
できない方
月3回まで
（1回につき2日以内）

寝具の洗濯、乾燥、消毒を
行います。

いずれか

利用料 無料
（燃料満タン返却）

指定用品

❶在宅介護が必要な高齢者、
障がい者
❷事故や病気などで
必要な方

550円
（1回のみ）

ぜ〜んぶ

❶65歳以上の一人暮らし
❷65歳以上の高齢者世帯
❸要支援、要介護の方

回 数 年2回まで
利用料

まとめてプレゼント！
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対象

貸出期間 1年
（延長可）
利用料 消毒料

1,500円

ふとん消毒

いずれか

対象

1回

回 数 年4回まで

福祉車両貸出 介護器具貸出
車椅子も乗るフレア（オートマ
車）を貸し出します

1,000円

❸身障者手帳を持っている方

1,500円

❹要支援、要介護の方
1か月

1回

掛布団 300円
敷布団 300円
毛 布
50円
※1回3枚（1種類2枚まで）

9月・10月 新規入会
キャンペーン実施中！

広告

JSS大州スイミングスクール
TEL 082-285-3513

次の方々より、社会福祉事業への善意が寄せ
られました。
厚くお礼申し上げます。
（令和 年 月 日〜
令和 年 月 日受付分）
敬称略




◎ 一 般 寄 付
匿
名 
下原 明子 

令和2年7月豪雨災害義援金

3

令和3年大雨災害義援金

6

3
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を受け付けています。

受付場所

海田町社会福祉協議会（海田町福祉センター内）

17

５，０００円
金 一 封

◎ 香 典 返 し
松橋 節子【 寺迫二丁目】３ ００，０００円

善意の寄付を募集しています

海 田 町 社 会 福 祉 協 議 会 で は、 善 意 の 寄 付 を 募 集 し
ています 。
香典返しに代えての寄付やバザー収益金の一部な
ど、温かいご寄付をどうぞよろしくお願いします。

平成30年7月豪雨災害義援金

受付時間

8時30分〜17時（土曜・日曜・祝日を除く。）
問い合わせ

日本赤十字社広島県支部 海田町分区
TEL 820-0294

会費のご協力ありがとうございました。（令和３年７月１日～
令和３年８月17日受付分）
海田町社協の運営に対しまして，ご理解とご協力いただきました団体会員の皆様です。
（敬称略・五十音順）
（株）アイオイ保険センター
医療法人秋本クリニック
江草興機（株）
（株）KAITAK
海田よつ葉クリニック
かわもと皮ふ科
倉本鉄工（株）
（有）三基工業
正田建設（株）
（福）創絆福祉会
ちえ内科クリニック
長畑歯科医院
医療法人社団湧泉会 ひまわり歯科
広島ガスプロパン（株）
ふくやま保険事務所
平成電工（株）
医療法人みぞて眼科
森原内科胃腸科医院
（株）レール

社

協

広告
募集

※お申込みの際、ご希望にそえない場合があります。
予めご了承ください。

第179号

安芸農業協同組合
稲垣歯科医院
おおや耳鼻咽喉科
海田ゆめぞら歯科
片桐整形外科
医療法人 菊川皮ふ科医院
小さくら保育所
（株）
シーエル広島
（福）住田学園福祉会 さいわい保育園
田川緑地建設
（株）
富永商事
（株）
ひまわり印刷
（株）
広島安芸商工会
広島海苔
（株）
NPO法人 FOOT＆WORK
まりあ眼科クリニック
（株）
メインズサカイ
（株）
リアルウエスト

広告

ご希望の方は
社協事務局まで

社協かいた

NPO法人 安芸ソーシャルサポートの会
（株）イガワテック
圓興産（有）
海田みどり幼稚園
かしの木会 山本整形外科病院
岸保歯科医院
（福）見真会
サンドイッチのポピア
新生物流サービス
（株）
太陽の花 広島訪問鍼灸治療院
（株）千葉物流倉庫
（有）乗重設備
医療法人博和会 平田歯科医院
広島国際学院高等学校
（株）フジ フジ海田店
松川建設（株）
南海田病院
ヨシワ工業
（株）
（株）ワイテック

広告

ICHIMATSU
仕出し・宴会

相続手続き、遺言書作成、不動産登記、成年後見、離婚問題
債務整理、悪質商法、賃貸トラブルなど 暮らしの法律相談

広島司法書士会所属

あなたの街の司法書士事務所

司法書士法人 武田事務所
安芸郡海田町南昭和町 1 番 3 1 号

☎（082）821-0200
http://www.office-takeda.jp

広島

武田事務所

検索

安芸郡海田町浜角3-12
■ご予約は

822-1177㈹

TEL（082）

FAX（082）823−3340

地球環境をクリエイトする

9月号

広告

総 合 ビ ル 管 理

株式会社シーエル広島

令和3年（2021年）9月1日発行

発行・編集

見

海田町社会福祉協議会

〠736-0035
安芸郡海田町日の出町2-35
海田町福祉センター内
TEL 082-820-0294 FAX 082-820-0293

味 覚
旬 感

海田町社会福祉協議会のホームページへ
アクセスしてみてください。

積

無

料

ハウスクリーニング
シロアリ、その他害虫駆除
貯水槽清掃など

お気軽にお電話下さい。

TEL
（082）
823 - 0202
8

