
町民総参加で地域まるごと幸せに。住民の皆さんとともに歩む。

ファミサポ
障子の張り替え体験
（←4ページ）
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勝央町社会福祉協議会では、ふれあいサロン、老人クラブ、
地域のちょっとした集まりなど、地域での活動を応援・推進しています。

活動の手助けにレクリエーション道具をご利用いただけます。
またご要望に応じて出前講座もいたしますので、ぜひご活用ください。

●フロアカーリング　●グラウンドゴルフ　●バンパープール
●ミニ玉入れ　●ビーンボウリング　●輪投げ　など

他にもこんなレクリエーション道具があります。

コミュニケーション麻雀

たわし大の麻雀牌で２～３人がチームになり、
相談しながらゲームを進めていきます。普通
の麻雀のように「役」がなく、ルールが簡略
化されていますので、簡単な説明で楽しむこ
とができます。１チーム３人前後（４チームで
競います）。

囲碁ボール

ゲートボールに五目並べの面白さをプラスし
た、子どもから大人まで楽しめるスポーツです。
１チーム１～５人程度（２チームで競います）。



花いっぱい運動審査会花いっぱい運動審査会

福祉体験出前講座福祉体験出前講座

子ども大人食堂INきずな子ども大人食堂INきずな

災害時のボランティア養成講座災害時のボランティア養成講座

１１月２９日、勝央町老人クラブ連合会による花いっぱい運動
の審査会が行われました。これは各クラブ毎に育てられた葉
牡丹を町老連の役員さんが見て回り、花壇のデザインや花に
元気があるかなど審査をするものです。今年度も赤・白の２種
類のちりめんを育てましたが、白ちりめんに苦労されたクラブ
が多く見受けられました。また、クラブによっては「もうちょっ
と遅く見に来てくれたらよかったんじゃけどなあ。」といった声
も上がっていました。上位のクラブは赤・白の２種類とも見事
な出来栄えで花壇のデザインも大変工夫されていました。

１月１８日と２２日、勝央北小学校の４年生を対象に福祉体
験出前講座を開催しました。１８日は高齢者擬似体験セットを
使って加齢による身体の変化を知り、高齢者の気持ちを考え
たり介助する人の役割について学習しました。２２日は視覚障
害者の権代さんと見守りボランティアの福田さんのお話のあ
と、点字盤を用いて点字体験を行いました。２月には勝間田
小学校５年生、勝央北小学校４年生を対象に車いす体験を
開催します。

１１月１１日、グループホームきずなにて勝明福祉会、勝央子
ども大人食堂ネット ワークとともに子ども大人食堂ＩＮきずな
を開催しました。初めての開催でしたが、きずな利用者の方を
含め、子どもから大人まで約４０名の方に参加していただきま
した。
参加者はきずな利用者の方と囲碁ボール、輪投げなどのレ
クリエーションを楽しんだり、一緒に食事をとったりしながら楽
しい時間を過ごし、交流を深めることができました。

１１月８日、福祉センターにて第２回災害時のボランティア養成
講座を開催しました。講師に日野ボランティア・ネットワークの森
本智喜様を迎えて、被災地の声から何を感じるか、ボランティアと
は何かといったことなどをテーマにした講義を行っていただきまし

かいよらたしうど『、ぐすは間人「はらか者加参。た ？何が出来るの
かのいたしうど『、がだちがいましてえ考をとこたっいと』？か ？何を

ィテンラボ「」だん学をとこういと切大がのるみてえ考を』？かうよし
アは理屈でなくて気持ちが大事」などの感想をいただきました。 
この講座は、皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金を活
用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

生活支援コーディネーターの
活動記

いきいきサポーター養成講座 囲碁ボール出前講座

勝央町地域包括支援センターが主体と
なって開催されたいきいきサポーター養成
講座に生活支援コーディネーターが参加し
ました。
この講座は全３回の開催となっており、
私達は１回目の１１月２６日に「生活支援体
制整備事業について」と題して、生活支
援コーディネーターの活動の目的・目指す
ものなどを説明させていただきました。今
後も、コーディネーターの活動を町民の皆
さんにアピールしていきたいと思います。

１月１１日、囲碁ボールひろめ隊と一緒に
植月北の畑田地区で囲碁ボール出前講座
を開催しました。
参加者の中にはひろめ隊（町内の囲碁

ボール愛好家）と旧知な間柄の方も多数
いて、囲碁ボールを楽しみながら、賑や
かに講座を開催することができました。
講座終了後には「今後は定期的に囲碁

ボールをしたい」、「体操もしてみたい」と
いった声が挙がり、今後につながる講座と
なりました。
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障子張り替え体験

勝央町
ファミリー・サポート・センター

（生活援助型）

勝央町
ファミリー・サポート・センター

（生活援助型）

11月30日、障子の張り替え体験を町営長尾山斎場で行いました。
講師（会員の中で障子張りが得意な方）にポイントを教えてもらいながら、
楽しく上手に張り替えができました。「次回はふすま」と言う声も！！

乾いたら糊付け！皆一列に並んで
障子はがし

桟と紙を合わせ

桟に手を添えて

刷毛と筆で丁寧
に

上手にでき満足！
満足！！
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各種行事のお知らせ

日　時：
場　所：
講　師：
内　容：

福祉講演会
３月４日㈪ １３時３０分～
福祉センター ２階ホール
あそびの工房もくもく屋　田川 雅規氏 
全国的な課題となっている男性高齢者の社会参加
どうすれば出てきてくれるのか？
どうすればいろいろな行事に参加してもらえるのか？
そのヒントになる話しをしていただきます。

日　時：
場　所：
講　師：
内　容：

福祉レクリエーション講習会
３月１８日㈪ １３時３０分～
福祉センター ２階ホール
岡山市レクリエーション協会　鷹取 良枝 氏
地域サロン、老人クラブなどのちょっとした集まりで
簡単にできる、レクリエーションの講習会を行います。

日　時：
場　所：
内　容：

写真で見る地域福祉活動展
３月４日㈪～３月１８日㈪
福祉センター
町内のふれあいサロンでの活動の様子を写真で
展示しています。各サロン毎に趣向を凝らした
内容がお楽しみいただけます。
今年より町内の学校のボランティア活動の様子も
展示予定にしております。

日　時：
場　所：
参加費：
参加対象者：

勝央町老人クラブ連合会
会長杯 囲碁ボール大会

２月１２日㈫ ９時３０分～
福祉センター ２階ホール
１チーム３,０００円　※１チームは５～６人
　　勝央町老人クラブ連合会会員
　　または勝央町身体障害者福祉協会会員
　　※申し込みはすでに締め切っております。
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赤い羽根共同募金へ
ご協力ありがとうございました！

平成30年度社協会員会費実績報告平成30年度社協会員会費実績報告

昨年１０月から町内全域で進めてまいりました赤い羽根共同募金では、
皆様の温かいご支援ご協力をいただき誠にありがとうございました。
お寄せいただいた募金は、全額、岡山県共同募金会へ送金し、来年度、

勝央町の地域福祉を推進する事業や岡山県内の民間福祉施設の整備や団
体活動費等に活用されます。

今年度も、８～９月にかけて、各地区の福祉推進委
員、社協関係者の方々にご協力いただき、社会福祉
協議会の会員募集を行いましたところ、多くの皆様方
にご加入をいただき、ありがとうございました。
納めていただいた会費は、全額、町内の様々な地

域福祉・在宅福祉活動に活用させていただきます。ま
た、皆様からの福祉活動についてのご意見・ご提案
もお待ちしています。

募金総額 2,429,276円
（戸別募金　職域募金　その他の募金）

社協特別会員会費にご協力（1口5,000円）いただいた皆様
順不同、敬称略

会 費区分
一般会費
特別会費
賛助会費
合　　計

実績額
円

円

円

円

2,471,500
165,000
2,000

2,638,500

株式会社三好野本店
株式会社板屋金属
有限会社室内装飾うえつき
有限会社西山工務店
野上石油株式会社
佐藤建設株式会社
有限会社松岡建設
株式会社 佐藤砕石
新三協物流株式会社 岡山営業所
太平台医院

小林医院
板屋
小坂田医院
小坂田歯科医院
可児薬局
福島邦洋
ポポ
有限会社アビリティ岡本
中国ニット有限会社

さとう記念病院
佐藤自動車株式会社
有限会社田渕工務店
津山大成株式会社
緑ヶ丘株式会社 水上ゴルフ場
有限会社福島車輌整備工場
田中地金株式会社
有限会社ヨシダ電機
金時薬局

（平成３０年１２月末現在）

囲碁ボールひろめ隊会員囲碁ボールひろめ隊会員
町内の老人クラブやふれあいサロンなどに
出向いて、囲碁ボールを通しての健康増進、
地域交流、囲碁ボールの楽しさを一緒に
ひろめてくださる方を募集しています。
お申し込みお待ちしております！！

日常生活自立支援事業
生活支援員募集

日常生活自立支援事業
生活支援員募集

　地域には高齢や障害によって判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用手続き
や日々のお金の管理に不安を抱えている方がいます。日常生活自立支援事業では、そ
のような方々が安心して生活できるようにお手伝いしてくださる、生活支援員を募集
しています。興味・関心のある方、お気軽にお問い合わせください。

●ボランティア活動や福祉に関心がある方
●月１～２日（２～３時間）程度の活動が可能な方
　※特別な資格の有無は問いません。

応募要件

金融機関でのお金の払い出しや、
利用者の自宅や入所施設等を訪問し、
生活費等を届けていただきます。

活動内容

勝央町社会福祉協議会
Tel.0868-38-2160

お問合先

１時間あたり８５０円
※交通費は別途支給（実費程度）

活動費
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