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↑甥撫隷8鱒学習(ｱｲﾏ

↑福祉学習を振り返っての感想（夏尾中学校２年山下はるかさん）
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鑑の玄異皐響墓ら一菱

「総合的な学習の時間」は児童

生徒が自ら課題を見つけ、学び、

考え、主体的に判断しながら問

題を解決し「学び方やものの考

え方」を身に付けることを目的と

して様々な学習を行っています。

その中の「福祉」に関する学

習では、体験学習や地域の方々

との交流を通して、多くの気づ

きや学び、思いやりの心や豊か

な心が生まれます。また、地域

を学びの場とした活動は、児童

生徒だけでなく、ご協力いただ

いた地域の方々も気づきや学び

の場となり、共に育ちあう関係

（共育）にもつながります。
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都城市社会福祉普及推進校連

まに心心思仲

絡会では、今後も地域の方々の

みりなの可を

ご協力をいただきながら、児童

会長星平勝文校長（川東小）

→都城市社会福祉普及推進校連絡会
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宮崎県ボランティ
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鋼らえんし感ず〃

弱
ロ

ゲ

ーア

ということをしっかり説明してプログ

ラムを展開しています。

し、その不便

便さを体験

ることの不

陣がいがあ

たいことは、

本当に伝え

験を通して

かし、この体

かれます。し

想が多く聞

生活をしている」などのマイナスの感

たいへんだった．かわいそう・不便な

た多くの児童生徒からは「怖かった．

や大雨・地

じる箇所

危険と感

身がＲ頃

童化徒自

ップに、児

た、このマ

します。ま

プ」を作成

チェックし、地図上に記し、「安全マツ
一安全マッ

や高齢者の方々にとっての危険箇所を

出て、建物の織造や道路等で障がい者

気づきを、自分たちの生活するまちに

疑似体験や介助体験でのさまざまな

輿自分たちの生活する地域塞点橇

さを乗り越えて生活していることを講

→安全マップづくりの様子震等で災

→点字体験の様子

話等も交えて実感することで高齢者や

害が発箙しやすい箇所など地域住民も
にあります。

１介助技術を身につける

巾椅子の扱い方やアイマスク体験に

よるガイドヘルプのあり方について学

ぶ「介助体験」は、日頃生活する中で

役立つ体験プログラムです。この活動

においては、介助することの必要性、

て、「安心・安全のまち」になります。

マップ」づくりに取り組むことによっ

一緒になって参加し、地区内の「安全

陣がい者に対する尊厳をはぐくむこと

めに実施されますが、この体験を終え

祉伸驍冤ログ弓ム

》えんセンターでは、小学校・中学校・

ム

■

アセンター（宮崎県社
会福祉協議会）では、
思いやりの心がぐん
ぐん育つように、７月
から９月の３ヶ月間

を『みやざきボランテ

ィア体験月間』として
提唱し、県民のボラン
ティア活動への参加
を応援します。
都城市ボランティ

どうぞ、お気帷にご相

堅固等学校における福祉学習において、
』ボランティアのご協力を得ながら体験
亜プログラムの支援を行っています。

■疑似体験で学べること
擬似体験については、車椅子・アイ

マスク・インスタントシニア（高齢者
疑似体験）・点字学習などの体験プログ
ラムがあります。このプログラムでは、

↑車椅子体験の様子

rjE三。
福
祉
伸
騒

不注意が事故につながる危険樅がある

■問合せ先

都城市ボランティア・福祉共育
おうえんセンター
電話０９８６．２５．７３１８

この広報紙は赤い羽根共同蕊金の配分を受けて発行しており玄す､
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ア・編祉共育おうえん

センターでも、「ボラン
ティア活動を始めたい」

「ボランティア団体を紹

■￣

に対してお籍えします。 》都城市ボランティア・福祉共青おう

介してほしい」等の相談

一旦

高齢者や隙がい者の立場を理解するた

」

審

雪
景
区一

談下さい。

『宮崎県のボランティア

”ボラみん〃です。

マスコットキャラクター

、

〆
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伽
識やざさ
ボランティアセンター
へ気軽にお越し下さい。
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まずは始めてみませんか！
ボランティアに興味はあるけど「何

だか大変そう」「忙しくて時間が取れな

い」とつい敬遠してしまいがち。その
ような〃には場所も時間も選ばすに手

軽に始められる「収集ボランティア活
動」がおススメです。家庭や学校で地
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生地金をつくるエネルギーは、原料の

それから、回収されたアルミから再

■アルミ缶プルタブ

できます。なんとｗＮもエネルギーの

ボーキサイトから新しい地金をつくる

この活動は全図的に広まり、学校や

節約ができます。限りある資源を大切

「アルミ缶のプルタブを集めると車椅

企業等で多くの方がこの活動に協力し

に使うためにも、リサイクル活動を啓

時のエネルギーのたった３Ｎで製造

ていると思います。結論から言うと「ホ

発するためにもこの活動は電要です。

子がもらえる－うてホント？」

ント」です。しかし、この活動もペッ

援団体や企業等がリサイクル業者へ持

収集ボランティア活動は気軽に取り

目的や使われ方をしっかり確麗

トポトルキャップの活励と同様に、文

ち込みその量に応じて換金され、その

「収集したプルタブが直接巾椅子に加

に役立てて欲しい」という目的をしっ

すが、「だれ（何〉のために、どのよう

組むことのできるボランティア活動で

皿されている」と思われている方も多

かり持って取り組むことが人切です。

益金で車椅子を購入する仕組みです。

いと思います。実際は、プルタブだけ

を集めるのではなく、アルミ缶本体を

多く集めた方がより効率的なのです。

※目安として車椅子１台購入に、アルミ

缶↓約３万２０００個～３万６０００個、
プルタブ↓約１６０万個が必要。

また、この活動

ル」や「節電」

損じハガキ（未使用）などの収集活動

今回、紹介した他にも、古切手や書き

は「リサイク

の観点から見

もあります。

都城市ボランティア・福祉共育

電話０９８６．２５．７３１８

おうえんセンター

囚問合せ先

ると、たいへん

効果的な活動

です。アルミニ

ウムはリサイ
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域、企業などで始めてみませんか？

フンテイア団体灸

ワクチンや学用船になるまでには、支

………

◆家庭・学校・地域・企業等蝶
Ｉ

舎等

援団体や企業等がリサイクル業者へ持

ｈ‐■

支 攪物品の隣 入
ち込み、その般に応じて換金され、そ

躍騨7N野1灘臘
祉協議会へ寄贈いただき

輔子馴騏等
二業

れぞれの支援物品を臓入し、現地へ寄

Ｔ（脚木村商事(霧島市)よ

園ペットポトルキャップ
「ペットボトルキャップでワクチン弄仁
最近よく見たり聞いたりすると思い
ます。この活動は、

キャップをゴミ

Ｉ－今

持ちｊＭ

贈する仕組みとなっています。

〆■

として総てるの
ではなく、再黄源

化を促進するこ

とで焼却時に発

生する血の発生
を抑制し、「地球
環境を改善する」ことと秤溢源化する

ことで得た益金で世界の子どもたち

にワクチンや学用品を贈ることを目

篝篝簔篝i:i。

クル性が高く、何度でも再生できます。

‐■Ⅲ

■_■E■」L■ｊLLC_■型」しユロエコュユロ_■エェユ…ﾕﾑﾛｰﾛｰ凸■■■■■■■■■母■~■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■缶■■■￣■~~■■■■￣■■■
.ＬＬＬ

ました、

↑

１

牡
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薑雲毫

蕊
的に全国各地で取り組まれています。
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州爽圏議

鍵鼈鍵蓬麗鱒議
雌雄所における生活支援（商船者の凡

新燃岳災害救援ポランティアセ

鑿・鑿藍

新燃岳噴火における高齢者等

１月机ｕに開設しました「都城市災

■復旧活動から一人ひとりの生活
の再開等）に移行しつつあり、補職肌

台風や集中豪雨によるし石流被害が

害救援ボランティアセンター」を６月

ター閉所のお知らせ

東Ⅱ木大震災に伴

では脹活支援柵談員制度を設け、移り

心配されている中、災害発生時におけ

の地域見守り事業の実施

う災害救援ポーフンテ
変わる要望に対応していく方針を掲げ、

釧日に閑所しました。開設期間中にボ

守りやⅢ物聯の支援、いきいきサロン

ィァセンター運営支

る高齢者をはじめとする要支援者に対

２４名の方々に活動いただき、市民の

対応策を検討しています。

を実施し、自宅や避雌所での支援体制

〃から要望のあった１８７件の降灰除

援のため７月旧日～

や地域での見守り活助に必興な棡別の

去作業派助を終了することができまし

ランティアとして巾内外から延べ１４

文援計耐づくりや地域側係将による支

た。センターは閉所しましたが、今後

地域福祉課

の際に社会

福祉協議会

として地域

と述鵬して

迅述に対応

できるよう

支援体制の

整備を進め

ていきます。

電話０９８６．２５．２１２３－

■問合わせ先

ますので、そ

援体制の充実等をⅡ的として７月か

７月からⅢ川までの４ヶ川間

・実施期間

池・夏尾）及び隣接する山田地区

・西岳地区（美川・岡野・古之元・御

・対象地区

，地域関係者による見守り体制の整備

・避難時に倣えた要援謹欝台帳の整鮒

◎地域見守り体制づくり述挑会議

問捌談活勅の災施

・保健師、石越師による月ｌ何の訪

◎訪問相談活動

今事業内容

も降灰被害や上石流被害等が想定され

して、保健師や濡謹師による訪問相談

過第３州として柵肪雌いわき巾の沿

岸部にある小名浜地区の災害救援ボラ
ンティアセンター（サテライト）で巡

断されているなど、復興にはまだまだ

営支援活動を行いました。住民からの
要望で多かったものとして、家財道具

（郁城市社会卿祉協議会ボランティア

ていきたいと感じました。

ても災害時の支援体制の櫛築につなげ

を考えていくとともに、都城市におい

きました。今後は、長期的な復興支援

た熱い想いは一人ひとりから伝わって

される方など様々で、”復興“に向け

く復興したい」という想いから活助を

「地元の奥祭りが開催できるように早

活肋を行いながら活励をされる方や

時間を要すると感じましたが、ボラン

寸旧岸が

等の持ち出しや処分、側溝に詰まった

も復沿）｝い

コーディネーター川村典一郎）

点

鰍瞬想

ティアの中には、自身も被災され水峨

らの要望も土砂や瓦礫の撒去等から、

￣。＝￣■■￣￣￣■

繩舩繍

土砂の撤去など力作業を伴うものが多
認、れあなにい持家

しながらの作業でした。また、住民か

頓こ物いつは山道状
者とも出て被し典況
に力、合で大災に等で
膿らまも切者つの、

ら事業を実施しています。

■『復興』に向けた被災者一人ひ

を支える活動の支援へ

蕊

犯Ｒまでの８日間、

ン

mhlll5ゼロ

都城巾社協からの派

■l｢

Ⅶ臘鰹と
鐙はし災；

依るる恩とてち財い
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尅乏引鈩

ｉ

のNPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相談窓口關設、!！

ﾛ

７月より毎月’回､『土'１魁日のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相談窓口』を開設しました｡学生のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにｉ

Ｎ■■Ｉ、■－ご■■－『ｕｌｍ凶－、Ｈ１『■－，■－吋ロー局ｕＩｎ■－『■－『■‐『Ｕ‐『■閂凹

関する相談、ボランティア活動の紹介.,仲介、ＮＰＯ法人設立や運営に関する相談、「ボランティア：

活動をしたいが平日は仕事や学校があるので相談に行けない｣方々など､どうぞお気蝿にお越し下：

ｉ

さい。

□開設時間：１０：００～１６：００
□会場：ウエルネス交流プラザ１Ｆロビー

………＃…

②学生ボランティアの活動紹介・仲介
③ボランティアの個人・団体盗録
ロ応対者：都城市役所コミュニティ課④NPO法人の設立、運営に関する相談

６１城hﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･榊膠埠育おうえんセンター⑤民間等の助成金申請及びプレゼンテーショ：

（社会福祉協議会）ンに関する|:W談等
□対象：都城市及び圏域にお住まいの六

国問合せ先:都城市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ.福祉共育おうえんｾﾝﾀｰｉ

ＴＵ：0986-25－7318ＦＡＸ：0986-25-8894：

｡

ゴ

ｈｌ

□開催曰：曇且第３土曜日□相談|刈容
平成23年７月～平成23年１２)Ｉ①ボランティア活動の紹介・仲介

のｍＤｗ－ｗ－－－、｡－口。－．－－－－－，，⑰－｡｡－．甘画■－凶．■－．．－－－－－百-．r--甘甘ｒ－ｒ－－－－－－－－唾ユマーュご_ご_－－－－－－－－－_ご_望マーーーマーマ‐￥_ご_⑰＝－－ﾏｰご＝-ご“＆■L吐くｕ-豆-ユヱニロ出建■ﾕｳﾞﾆｰ日

ー￣￣凹凹一一一一一■

､ニニニーニニョニニニユ■■■■=■■･｣■■'■ニュ己二二口■■ﾛ■■＝＝－－￣￣￣＝'ロー知

’５句
■■令■Ｐ

。内容を漢約し、文字として情報を伝える人のことです。福祉に理解・関心のある方は廷非お申し込

い⑤句●ｐ●の●●。

Ⅱ○Ｎ。■田月日ｐＨ一日■■ｊ二口■一■男ら■■『■ｄ呵占。■■４■ｄ４■。■ｄｌｄ１■・可己Ｔ凸一■■

|鍵』,鞭驫iii1雲ii霧it霧i譲i議震鱗;i鷺い…

■

・み下さい。
時：平成２３年９月１ ４日～１１月１６１二

廊週水曜日１９：００～２１：0０

９：００～１６：００
及び１０月１６１:］（にＩ）１１月６日（||）９：００～１６：００

◎受講料：１０５０円（テキスト代）
．会場：都城市総合社会１V;ii(!':センター◎受講料：１０５０円（テキスト代）
◎申込方法：ハガキまたはFAXにて①住所②氏名③電話番号をⅢ:]記し下記までおPiｲ込み下さい。
◎申込〆切Ｉ 平成２３年８月３１日(水）

■問合せ先：都城巾１１忠覚障害者協会TtLO986-23-0885

】

＃

し１…－－－－－＝…．…．－－－巴．…■．竺一．=四．．－．．．■．１．－．１亟已．．．已．．．回．．配．．．…．.．．－．函．＝．．．．．凪．

■日出■■■■日日日日

〒885-0077部城市松元llr4-l4都城市聴覚障誓者協会（FAX：0986-23-0885）

■上■■■◇‐■益閃別『・ＥＣＥ

◎曰

■■－■－－－＝■－－－－－＝＝田一壱＝＝Ｌ三一口－－－－－－－－＝＝一色＝＝－－＝＝＝老■ニーーーロ■＝＝＝＝‐＝■＝■＝舌＝~＝＝＝西＝ヨーーマー■＝＝＝＝豆＝＝ニョョ■

iご窯iｉｌｉ１ｆ食道発声法練習会・食道発声法と'よ､何らかの病気で喉頭摘出をした人が再び声をＬ
取り戻すことができる発声法の-つです。

ｌ◎曰

時：毎月第１ 火曜日と第旦火曜日 １３：００～１５：００（変更の場合あり）

Ｉ◎会 場：国立病院機柵郁城病院研修棟※ベテランの指導員が指導します。

Ｉ壜－－……

宮

■問合せ先:宮崎県向声会(会長:小島）1,0985-73-2009(FAX同）ｉ

－，．ローーーー「戸一＝■白－－－－，．.空ｑ石｢,.「。．■□．･－＝二・，1-口---ニニーーヨ｢,言「－＝ニーーもニーーニーエーニーニーニニー

卓

Ｐ■■

鞭ﾘ綱

－－－=河

昨年から新燃岳①噴火､東曰本大震災|己見震われ厄日本こすか､前号①レポート|ご面･厄』
こおり､大震災①被災地ＩＣ行刀れ活動古れだ･己に危いへん感動○さ○だ｡私も何万力|ご
ちれぢい力ごいう気持ち|ごなり吉○万｡被災地乙現在も活動○てあられる方々に)0万ｓ
｢ご苦労様｣という気持ちこいつ'さいこす｡己れ力らも｢ご－コ－☆Ｓいき｣き読む人が元気
|ご楽Ｏ＜なるaらちも①|ＣＯ亡下さい。(高城町有水Ｋびん）
※お便りありがとうございました、

■
ＥｂｉｉＢ

「ご－ご－☆ちいき」へのご意見、ご感想等を募集します。下記のあて先まで、住所‘

ilMi朧1鑿しif鰭關記してお送りください｡お便り醤いただいた方には記憲晶(図書券）

■■０Ｎヨー’

〒885-0077都城市松元町４街区１７号都城市社会福祉協議会「ご－ご－☆ちいき」係
FAX25-2103Emailinfo､m-syakyo・or.jｐＵＲＬhttp://www・m-syakyo・or・jｐ

＝￣全＝－－－コ_

＝￣－－＝

＝￣ロー■￣ＬＬ＝

＝ローーーーーー－－－

５１|この広報紙は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しております‘

社会福祉法人都城市社会福祉協議会広報紙「ご－ご－☆ちいき＿

の
い
|みなさまの善意ありがとうございます

可

《」

みなさまからの善意帯付や忌明寄付は、福祉向上のために使わせていただいております。なお掲減事項

につきましては、ご本人の承諾を得ております。【６１]～７月受け入れ分】

なお、空欄（寄付内容等）につきましては、寄付者の希望によ1)褐lliRしておI)ません。
○善意寄付
※公臓の険flli行からの寄付(よお断りしてい煮す。
■都城本所

敬称路単位:円

住所

寄付者

前田町

鰹図寺

前田町

楠原繁

姫城町

蒲生兄子

寄付内容

（６月）白米43Ｋｇ

住所寄付者

寄付内容

(７月)白米４１Ｋｇ 霧島市隼人町（株)木村商１F

（６月）5,50Ｃ

車椅子１台

あかりの会

．（７月)5,600

150.000

384,931

○忌明寄付
■都城本所

敬称略単位:円

住所寄付者故人寄付内容住所寄付者故人

寄付内容

美川【１１】．尼堂ｉ〃イツ

20,000 南際尾町上田俊子徹志
30,00(】
1尾､「’二田俊子徹志３(),00(）IiMbllll．技ｷｲ.：Ｔｌ｢代幸博

50,000

住所寄付者故人

割寸内容

吉之元UIT森1ｋアヤ171膠

30,000 吉尼ＩＨＴ山角恵子勝昭
当ＩＨＴ山角恵子勝昭20,000111.水111「柿元稗代子?繩二三子
20,00Ｃ

３０，０００

庄内町fltlu1正子今男

３０，０００ 下川束瀬戸山ミチ子森山カスミ
20,00C
|束瀬戸山ミチ子森山カスミ20,0001M!)`2~｢|;ｌ早崎兇田中セツ子

50,000

夏尾灯村111ヨリ子昭生

30,000 下川jl冬中川ムツ子成生
20POC
ljl冬中川ムツ子成生20,000南M1尼１１】]、坂元瀧明玲子

30,000

郡元町松村民子照明

50POC
１０，０００ 上長飯町鎌田榮三敏子
2飯町鎌田榮三敏子50,000」二水流町仮屋アキ寿

30,000

野々美谷町中村幸子利資

50,000 庄内町吉川二夫アツ子
】町吉川二夫アツ子20,00Ｏ庄内町谷口けい子睦
20jOOC

30,000

志比田町和、芳了伯夫

20,000 平塚町森マスエ正巳
買町森マスエ正巳30,000横市町有田吉秀吉熊
300OOC

20,000

庄内町川添；職ｌｌｌテル子

〈町山峨和子キクエ20,000下水流lllT井川敏郎サツ子
20DOOC
20,000 早水町山峨和子キクエ

2qOOO

庄内町．篠mimi子欣一

20,000 祝吉3丁目永lh:ｆ美穂子信一
20000C
了3丁目永lh:ｆ美穂子信一20,000部北町１１１１．群子省三

30,000

志比田町益滿jltllgi1fliMiiミチ

20,000 福岡市東区安藤良子鎌田ミサ
]市東区安藤良子鎌田ミサ10,000姫城11ｉＴ池永孝康子
lO,O0C

50,000

早鈴町田牧ハツ子健一

20000C
30,000 姫城町平野ミツ良治
h町平野ミツ良治20,000下水流IHT瀬戸ロ陽一タツミ

20,000

大岩田町新補トシエ秀行

30,000
30.000 早水町山本京子松谷キミ子
<町山本京子松谷キミ子30,000那元4丁目來條ミエ子茂清

30,000

菓子野町臼杵滋子迦夫

50,000 甲斐元MIT神野康志スミエ
20,00Ｃ
豐元MIT神野康志スミエ20,000j厳原IiHT〃11治木正燕|ｌミチ子

30,000

菖術原町戸禰正子１K雄

30,00Ｃ
20,000 蔵原町新原若干敬作
〔町新原若干敬作30,000野を炎禅irl111【Hf宿士子盛留タツ

30,000

下水流IHT倉満111}文ツギノ

20,000
20,000 平江町源シゲ啓治
二町源シゲ啓治20,000椛北ｍｒＴｌｆ屋勝久高妻清

50,000

志比田町外村j､(光外|:ケフヂエ

20,000 下長飯町東スズ政利
２飯町東スズ政利5,000町食災t}町･ﾉﾘ11藤ロ出夫サチ
５，OOC

30,000

都島ＩＨＴ福永ゆり子茂男

1町宮下寅行)勝子30.000安久lllT谷口シイ子ｉｉ綱l］
3qOOC
5ｑ000 年兄町宮下寅行勝子

100,000

乙房町西原準〃勝巾

10,000

■山之口支所

jl〔新藤jlIIljMl（紺子

lOO,O0C [川（

ＩＭＦ

水留時子

’111行

川内

川内昭義

クニ子

雌1区

兒玉ツギ

野上ウラ

30POC 天illlI］

【１１川

議稔勅

麓I区打川祐三トシ

20,000

水上

糀嫉龍

20,()()0 街区l

２０，OOC Ⅱ〔111

のしも

正近、I2mjlHi子IILｿ）

リエ子

Ｐ■

原口秀生

娠葎艀

10,000 街区１

》布湖

西向原山元一衆ヌル子

50,000

20POC

■高城支所

20,000 大井手

恒松

四家

末水

20,000 有水

田中

30.000

大井手

山ロ

Ｉ

石山栓元茂美フミ

エ淘睦

滅川

肌叫認

危澤

20,000 下水流1Ｈ１

男子塞

桜木

徳満坊小原節子フミ

俊照二

四家黒木ツユ子イド男

20,000
20.000

有水小林１W明笑美恵
■山田支所

竹脇稲元チヤ利行
毘砂几竹下憲光トミ

[00,000 百原
30,000 山内二

有田政子

日出夫

30,000 谷頭一協脇，英治敏子20,00Ｃ

千代森光秀

ﾐチ子

20,000

川畑静雄

タツ子

20,000 大牢【【］

吉村・みさえ

義鹿

20,000

前田良時

ハル子

50,000 iiiilI1

阿久根利襟

ハツエ

30,000

山崎考市

ヒサ子

20,000 江平

池川スズ

敏治

30.000

今村秋男

ユキ子

30,000

■高崎支所
Ioqooc

大牟田假腫山紀子寛皿

5qOOC

大牟田編丸iil代藤淵キヨ

３０ｐＯＣ

励励

江平吉山宏瀬ミキ

瀬平霧霧

30,OOC

繩江東束

大牟田川野留男ハツ子

発行／社会鰯ijMh都城市社会福祉脇Ni会本所Tn25-2123山之口支所1,57戸4577高城支所1,58罰3279山田支所n64-2200高崎支所Tu62-1216

６）｜この広報紙は赤い羽Ｉｌｌ共lIj縢金の配分を受けて発行しております。

