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第 61 回『愛媛県社会福祉大会』
10 月 9 日 ( 水 )、松山市ひめぎんホールにおいて、第 61 回愛媛県社会福祉大会が開催されました。県内
各地から福祉・保健・医療その他の関係者約 2,300 名が出席し、久万高原町からも 80 名余りの方が参加
しました。
本大会では、長年の福祉活動と地域福祉向上にご尽力された功績により、次の皆様が表彰を受けました。
今後も、益々のご活躍をご祈念いたします。

受賞おめでとうございます
【愛媛県知事表彰】

【愛媛県民生児童委員協議会会長表彰】

社会福祉事業施設従事者表彰

永年勤続表彰

西岡 ケイ子 様（久万の里）

天野 美子 様

【愛媛県社会福祉協議会会長表彰】

民生委員・児童委員功労表彰

民生委員・児童委員功労表彰

社会福祉施設功労表彰（地域子育て支援センター HappyHouse）

菅 多津 様

小森 ちさ子 様

白川 真理 様

平成 25 年度

赤い羽根共同募金運動

10 月 1 日から、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まりました。共同募金は、民間の社会福祉
事業や活動のための資金として、様々な場所で活用されています。今年度も温かいご協力をお願い
申し上げます。
募金は、愛媛県共同募金会を通じ県内の社会福祉施設やボランティア団体等に配分される他、災
害被災地への救援資金、火災・水害等被災者への見舞金などにも活用されます。
久万高原町内で実施している共同募金配分金事業の一部を紹介します。

サロン活動やボランティアグループによる
配食事業（渋草サロン）

高齢者ふれあいいきいきサロン活動
（直瀬陽だまりサロン）
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美川デイサービスを利用されている若谷 勇さんが、今年で満 100 歳を迎えられました。国や県からのお
祝の品々が贈られ、奥様とともに感無量のご様子でした。デイサービス職員の手作りクス玉を割り、お祝い
ムード一色となり和やかな雰囲気のセレモニーとなりました。若谷さんご夫婦には、これからもお体に気を
つけて、お元気で過ごされますようお祈りいたします。

デイサービスセンター ( 面河・美川・柳谷 ) 合同敬老会
9 月 30 日から 10 月 4 日まで、美川デイサービスセンターで、面河・美川・柳谷のデイサービス
センター合同敬老会を開催しました。ボランティアの皆さんや職員による歌や踊りの披露とレクリ
エーションなどを行い、デイサービス参加者に楽しい一日を過ごしていただきました。
敬老会開催にあたり、アロハ美川・語りべの会・輪の会・志津華会・伊予民謡研究会ひまわりの計
5 団体にご協力を頂き、盛大に開催することができました。本当にありがとうございました。参加者
からも「楽しかったなあ」、「よかったあ」などの感想をいただきました。来年度も乞うご期待 !
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第８回 軽トラ市
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１０月２０日（日）、久万商店街で第８回軽トラ市が開催されました。
これまでも、社会福祉協議会は車イスの貸し出しやスタッフとしてお手伝いをさせて頂いて
おりましたが、今回より出店者としてブースを設け、
まだまだ皆さんに知られていない事業や
社協の取り組みをお知らせしていこうと思っています。
今回の出店は、
おもご高齢者生活支援ハウスにスポットをあて、支援ハウス建物のパネ
ル展示、
また、支援ハウスに入居されているお年寄り方が育てた野菜をご本人達に販売し
ていただきました。
「おもご高齢者生活支援ハウス」
って？

入居者
募集中

６０歳以上の一人暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方、及び家族に
よる援助を受けることが困難な方で、高齢等のため独立して生活することに
不安がある方に入居していただき、集団生活を送って頂く施設です。
おもご高齢者生活支援ハウス
愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２３１０番地 電話（０８９２）５０−１８３３

▼おもご高齢者生活支援ハウスに
入居されている伊藤トモヱさんと
菅 藤子さん。
元気よく接客してくれました。
▲蒸し焼き芋の販売
「ほくほくで
美味しい！！」と
大好評！

▲社協ブースです。

▲社協の事業内容も説明しました。

当日の様子
▲おもご高齢者生活支援ハウスを
パネルを使って、説明させてい
ただきました。
学生及びＯＢで構成するジャグリング
サークル「M a d C l o w n s」
通称まっくろさんがジャグリングを
披露して盛り上げて下さいました。
これからも協力してくれます！

▲

▲聖カタリナ大学・聖カタリナ短期大学の
募金をしていただいたら、
バルーンを1個プレゼント。

次回は、１１月２４日（日）開催です。
社協ブースは、柳谷地区の皆さんに参加していただく予定です。
皆さんに喜んでもらえるよう頑張りますので、ぜひ遊びに来て下さいね！！
お待ちしております。

ہ
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ボランティア研修会

宇和島市社協

10 月 29 日（火）久万高原町ボランティア・サロン関係者及び本会職員が宇和島市の「ふれあいセ
ンターもやい」「岩松町並み保存会」への視察研修を行いました。
「ふれあいセンターもやい」は、地域住民の支え合いの場・交流の場（居場所）を愛媛県内で先駆
的に運営している集いの場であり、設置に至るまでの経緯や、活動内容、運営するにあたっての諸問
題やその解決方法などを、もやいの委員長・利用者の方々のお話により学ばせていただきました。

「もやい」とは・・
台風が来る時に船と船をつなぐ「舫」( もやい )
より人の「心と心」をつなぐという意味で名
づけられました。

「岩松街並み保存会」は、どぶろく作り ( 商品名「なっそ」) をきっかけとして、町づくりを推進
している団体であり、「まちづくり活動は福祉抜きでは成り立たない、社協 ( 職員 ) との連携が必要
不可欠である」とのお話があり、宇和島市社協と連携してのイベントの取り組みの様子や、異業種・
他職種・他団体との協働によるまちづくり ( 地域づくり ) の大切さについて知ることができました。
今後、久万高原町社協においても、「共に支え合う地域づくり」を目指し、様々な業種や団体と
のますますの協働によって地域福祉推進をしていくために、大変参考になる実り多い研修会となり
ました。

昔ながらの酒蔵での研修会
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生活・介護支援サポーター養成講座【児童版】を開催 !!
7 月 28 日㈰久万高原ふるさと旅行村において、
平成 25 年度生活・介護支援サポーター養成講座
【児
童版】を 18 名の親子の参加のもと開催しました。
講座では、松山東雲短期大学の杉本詠二先生から もの忘れ と 認知症 の違いについて教わ
りました。母音だけを使った伝言ゲームをし、言いたいことや話したいことがうまく伝わらない認
知症の方の気持ちを体験し、どうやって相手の気持ちを理解し伝えればよいかについて学びました。
その後、徘徊者への言葉がけの模擬訓練や、地震などの非常災害時を想定し、万が一の備えを学ぶ
ための炊き出し体験を行いました。
普段の学校とは違う雰囲気の中、子どもたちは熱心に先生の話を聴いたり、楽しそうにゲームに
取り組んだりしていました。
児童を対象にした生活・介護支援サポーター養成講座は今回初めての試みでしたが、今後も、将
来の久万高原町を支える存在となり得る子どもたちが、福祉や介護への理解を深め思いやりの心を
学んでもらえる講座にしていきたいと思っています。

楽しく受講中のみなさん

〜久万高原町の

少し緊張ぎみの徘徊模擬訓練

簡単なお米のたき方体験

サロン紹介〜

柳谷〈西谷・小村地区〉 いきいきサロンこむら
◆サロンのメンバーにお聞きしました！
『小村サロンのいいところ、参加して良かったと思うこと』
★小村地区の過疎が進み、人数は少なくなったが、メンバー
全員が毎月参加しているところ
★人の悪口を言わないところ
★気兼ねなく何でも話せるので、ストレス解消ができる
★卓球を通して足腰が強くなった
★適度な運動が、健康維持や介護予防につながっている
★体を動かし、声を出して笑うことで、嫌なことも忘れる
★サロンに参加することでメンバーの絆が強まり、地区の絆も
強まった

♦開 催 日：毎月第 4 木曜日
◆開催場所：小村集会所
◆活動内容：茶話会・卓球・奉仕作業
（年 1 回）
◆現在のメンバー：6 名（登録 7 名）

サロンでみんなに
会えるのが楽しみ
です。
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久万高原 JAZZ PICNIC 2013

募金ご協力のお礼

今年で 6 回目を迎える、久万高原 JAZZ PICNIC 2013 が 8 月 24 日㈯久万高原町下畑野川の千本
高原キャンプ場において開催され、東日本大震災直後に支援活動にいち早く行動を起こした奥土居美
可さんをゲストボーカルに、ライブ演奏が行われました。
久万高原町社協でも、東日本大震災を風化させないために、女川復興支援募金活動を行い、たくさ
んの方に募金協力をしていただきました。本当にありがとうございました。
また、当日は JAZZ PICNIC 2013 を主催する、NPO 法人 SSER の久万高原ヒルクライムレース
2013 大会会長 河野忠康様よりヒルクライムレースでの寄付金として、まごころ銀行へ寄付をいただ
きました。本誌にて厚くお礼申しあげます。

メインボーカルの奥土居美可さん

JAZZ PICNIC スタッフの方も
募金活動に協力していただきました !

久万高原マラソン完走 ! おめでとうございます !
10 月 27 日㈰に行われた、第 18 回久万高原マラソン大会に本会の福祉サービスを利用されている武智
明也さんが 10 キロの部に出場され、見事完走されました。武智さんと、一緒に伴走された伊予銀行におつ
とめの野本さんに完走後のコメントをいただきましたので、ご紹介いたします。

〈武智 明也さん〉
第 18 回久万高原マラソンに約 40 年ぶりに参加することができました。秋晴れに恵まれ素晴らしい大会
でした。私は弱視なので伊予銀行の野本さんに伴走をお願いし一緒に走って頂きました。
10 キロメートルの部に挑戦した 250 人が 10 時半にスタートし、
坂道や曲がり道ありの変化にとんだコー
スと、商店街を走り下野尻を往復し私は無事に完走することが出来ました。これも大会関係者並びにボラ
ンティアの皆さんや、沿道で手を振り声援をしてくれた方々のお陰です。特に社協の皆さまによる、手作
りの横断幕を持っての応援のお陰です。良い思い出になりました。本当に有難うございました。

〈野本 哲郎さん〉
伴走が、正直こんなに難しいものとは思ってもみませんでした。ただ一緒
に走るだけだと思っていましたが、周りのランナーや道路の状況を正確にお
伝えすることが如何に難しいか、思い知りました。
武智さんが、ただ完走するだけでなく、
少しでも良いタイムで、良い順位でゴール
したいとの思いを同じアスリートとして共
感できた貴重な体験でした。また、機会が
ありましたら是非ご一緒させていただきた
いと思います。
武智さん、野本さん本当にお疲れ様でし
た。
スタート直後の武智さん

完走した武智さんを囲んで
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私は母を看るために 4 年前に美川に帰って来ました。母
は現在 94 歳ですが、わたしが食事を作ったり着替えをし
たり薬をあげると、その度にありがとうと言ってくれます。
そして、にっこりと笑ってくれます。そうしてくれる母に、
わたしの方がエネルギーをいっぱい貰っています。本当に
ありがとう !! いつまでも長生きして下さいね。
山岡スズヱさん（美川地区 大川）
スズヱさんとお母さん

私は長年久万地区に住み、ハウスでトマトを 73 歳まで一人で作っていました。そ
の後は一人暮らしをしていましたが、柳谷地区に住む息子夫婦の所に同居することに
なりました。久万でデイサービスに行っていたころ、覚えた手芸を息子の嫁やひ孫に
教えて楽しんでいます。今は貝殻でキーホルダーを一緒
に作り、学校や知り合いの人にあげたり、お四国さん参
りや嫁入らず観音さんに行き、皆さんにお接待でキーホ
ルダーをあげて喜んでもらっています。はじめは嫁に勧
められての参加であまり気が進まなかったけれど、今は
柳谷デイサービスで同級生や親せきの人達と一緒の班で
よかったし、楽しいのでうれしいなと思います。今では、
可愛いひ孫や家族に大事にされて、毎日が元気に過ごせ
土居スナコさん
て、柳谷に帰ってよかったと思います。
（柳谷地区 柳井川）

《社協の相談事業》
弁護士法律相談

気軽にご相談下さい。
心配ごと相談
地区
久万
美川
面河
柳谷

開設時間13時〜17時

開設場所
12月
２月
１月
久万町民館
20日㈮ 20日㈪ 20日㈭
美川農村環境改善センター
20日㈪
面河住民センター
20日㈮
20日㈭
社協柳谷支所
20日㈮
20日㈭

※事前に久万高原町役場防災無線放送でお知らせします。

編集・発行 / 社会福祉法人

開設時間10時〜15時

地区
開設場所
久万 久万町民館

12月

１月
６日㈪

２月

※予約が必要ですので、社協本所 21−0800へ事前にご連絡下さい。

司法書士法律相談

開設時間10時〜12時

地区
開設場所
12月
久万 美川農村環境改善センター ５日㈭

１月
６日㈪

２月
５日㈬

※予約が必要ですので、社協美川支所 56−0750へ事前にご連絡下さい。

久万高原町社会福祉協議会

〒 791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万 45 番地 2
本
所 TEL（0892）21-0800 FAX（0892）21-3040
面河支所 TEL（0892）50-1833 FAX（0892）50-1836

美川支所 TEL（0892）56-0750 FAX（0892）56-0166
柳谷支所 TEL（0892）54-2941 FAX（0892）50-1417

