


受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

「住民の力が活きる福祉のまちづくり」とは??

新年明けまして
おめでとう
ございます ８月25日 伝達式 山口県社協 10月26日 周南市

● 奈古第８寿齢クラブ

（全国表彰）

平成29年度 
全国老人クラブ連合会活動賞

県内の社会福祉関係者が
一堂に集まり、「福祉の輪づくり運動」などさまざまな福祉の
取組の一層の推進を図るとともに、功績のあった団体、個人を
表彰される大会で、阿武町では、次の方々が表彰されました。

健康づくり活動部門で、100歳
体操やカラオケ教室、グラウ
ンドゴルフなどを毎月定期的
に行っておられます。

（敬称略）

会長 白上憲治さん

中西さん野村さん

茂刈さん

矢次さん

水津さん

10月25日 山口県庁
● いきいきシニア実践事例　
　 福賀ことぶき会

（県表彰）
やまぐち生涯現役社会づくり章

老人クラブ活動として、グラウンドゴルフや
100歳体操の実施の他、毎年の福賀大農業まつ
りに向けてこんにゃく作りを行うなど生産活動
も継続しておられます。

会長 長嶺世史さん

山口県
総合社会福祉大会

11月12日 徳島市

手をつなぐ育成会中四国会長表彰
● 中村　武

会場の様子

● 共同募金会長表彰
　 共同募金奉仕者　タイヤマート矢次
● 老人クラブ連合会長表彰
　 一般功労者　水津初江
　 　　　　　　野村定夫
● 身体障害者
　 団体連合会長表彰
　 功労表彰　茂刈尚身
● 手をつなぐ
　育成会長表彰
　 優良会員　中西泰男

まちのお元気人を訪ねてまちのお元気人を訪ねてまちのお元気人を訪ねて
木与　杉山 キミコさん

心に悩みがなくて幸せ！心に悩みがなくて幸せ！心に悩みがなくて幸せ！杉山さんは萩市三見生まれ。子ども３人、孫、ひ孫
にも恵まれました。おしゃべりが大好きで、デイサー
ビスでも楽しくおしゃべりをして過ごしています。

「心に悩みがない。家族が良くしてく
れます。ありがたいことです。ごはん
も美味しいし、体も悪いところが一
つもない。」と和やかに話されます。

これからの目標は、「健康で人に迷
惑をかけないよう、こけんようにす
ること。」お元気の秘訣は「ない
わーね。自然のまま、ありのまま、無
理せんように。」
最後に好きな言葉を書いてもらいま
した。

●取材を終えて

終始笑顔で、悩みがないことと、
家族への感謝を繰り返されます。
帰りは息子さん夫婦と外に出て
見送ってくださいました。
家族皆さん仲良しでうらやまし
いです。
杉山さんこれからもおしゃべり
をいっぱいしてお元気でお過ご
しくださいね

心に悩みがなくて幸せ！

自然のまま

心に悩みがなくて幸せ！

家族が良くしてくれる家族が良くしてくれる

自然のまま

杉山さんは大正６年10月生まれの
100歳です。お誕生日に社協から
も記念品をお贈りしました。杉山
さんのお元気の秘訣が知りたくて
お話しをお聞きしました。

同居の息子さん夫婦と
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受賞おめでとうございます

　阪神大震災で、多くの人々が家に閉じ込められまし
た。警察や消防、自衛隊が救出した方は、8000人。近隣
住民等に救出された方は、27000人。そこには、「ほっ
とかれへん」という地域の力がありました。その中で、
「何か出来ることはないか」「何かしてあげたい」と声が
あがり、多様なボランティア活動が生まれるきっかけ
となりました。

12月２日（土） 町民センター文化ホールに
町内外より約120人が来場！
演題   住民の力が活きる福祉のまちづくり
講師   大阪ボランティア協会  常務理事  早瀬　昇  さん

「住民の力が活きる福祉のまちづくり」とは??「住民の力が活きる福祉のまちづくり」とは??
どうつ ながるつ くりだすつ

ワハハ元気くらぶ作品
会長書　戌

ワハ

新年明けまして
おめでとう
ござございます

新年明けまして
おめでとう
ございます

社会福祉法人  阿武町社会福祉協議会
本年もどうぞよろしくお願い致します

平成２9年度 住民福祉講座を開催

●楽しくこれから何にでも取り組めそう。
●ボランティア活動に限らず、他の事にも言えることだなーと思
いながら楽しく聞かせていただきました。気楽に“ I CAN ”で
やりたいと思います。

●今までのボランティア活動で「やらされる」から「やる」に気持
ちを切り替え今後活動していきたいと思いました。

●先生の楽しい語り口調で、事例も含めて面白く話を聞くことが
出来ました。住民活動について、強制的でもなく理解しやすく
話をしてくださり、非常に聞きやすかったです。

参 加 者 の 声

会場の様子会場の様子会場の様子

ボランティア活動のすごいところ１

　「自立するとは頼らないことと思われがちですが、そ
うではなく、自分のことを自分で決めることができる
ことです。」と話され、例えば、障がいを持つ人が一人で
はうまく服を着ることが出来ない場合でも、ただ着せ
てもらうのではなく「この服が着たい」と自分で決めて
頼るべきところは頼ることでいいつながりが持てるよ
うになるそうです。

つながりあうことの意味３

　「ボランティア活動は、自由であるがゆえにここまで
したらいいという基準がなくて、頑張る人ほど疲れて
燃え尽きやすい傾向にあります。困り事を相談に来て
断られしょんぼりと帰られる後ろ姿を見て『何とかし
てあげんとあかんなぁ』という人が頑張ります。また無
理をする。また頑張る。こうなると疲労と不信の悪循環
です。」と話されました。解決策としては、新しい価値観
を見付けること、問題を提起して行政に対して制度を
要求したりすること、抱え込んだり孤立
させないことなどが大切だそうです。

自由であるがゆえのしんどさ２

　同窓会の話を例に出され、幹事は義務感でやると不満
が出るが、楽しい！と思ってやれば何もしない人に対し
ても優しく接することができます。考え方次第でつなが
りが広がり仲間が増えていくことにつながるそうです。
　最後に、「ボランティア活動は何かしないといけない
ということではありません。いろんなスタイル、いろん
なペースでやることが出来ます。自分の元気のためと
思って何か始めてみるのもいいのではないでしょう
か。」と話されました。

仲間を増やす発想法４
まちのお元気人を訪ねてまちのお元気人を訪ねて

心に悩みがなくて幸せ！
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感  想

まずは体と頭ほぐしの「からだでジャンケン」

11/2911/29

１月30日（火）
10：00～11：30 
恵 寿 苑

　「認知症」について、正しく理解し、地域で見守る仕組み作りを学んでいます。
思いやりの心を育み、高齢者や子どもたちが安心して暮らせる町づくりを
目指しています。

介護者の不安・ストレスの軽減、みんなで、楽しくおしゃべりしながら学んでいます

脳元気メニューの出前講座でお邪魔しました！

講座終了後に
ある子どもさんから
こんなメモを
もらいました!!

脳元気メニュー
での様子

脳トレプリント

連想ゲーム

　一年間の疲れを癒そう
と、忘年会を開催しました。
　今年度は自主活動を取
り入れています。
　みんなで計画を立て、準
備から実施まで、役割分担
をしながら楽しく時間を
過ごしました。

福賀放課後子ども教室

阿武児童クラブ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ
阿武町総合相談センター

☎２-3313

合わせ 阿武町社協☎２-2615または相談センター☎２-3313へ

みんなで炭坑節を
   踊りました！

小学校の問題
より難しいぞ…

王・金・角・

と言えばー？

将棋!!

Very good!!

今年もみなさん
の参加を

お待ちしていま
す。

関心のある方は

いつでもご連絡
ください。

カンパーイ なつかしいねー
この男前は誰!?

ふれあい・いきいき
サロンのご紹介（H30.１現在）

手をつなぎ支え合おう！手をつなぎ支え合おう！
～認知症になっても安心して暮らせる町を目指して～～認知症になっても安心して暮らせる町を目指して～

手をつなぎ支え合おう！
～認知症になっても安心して暮らせる町を目指して～

「基本的な介護技術」
～移動やおむつ交換など
　　　　　 のポイント～

日時

３月26日（月）
えんがわ

日時

場所

場所

認知症キッッズサポーター養成講座ッズサポ タ 養成講座

介護家族のおしゃべり勉強会

教室認知症キッズサポーター養成講座

あなたの地域のサロン紹介

介護家族のおしゃべり勉強会

脳ひらめき教室

ューの出前講座でお邪魔しました！
脳元気メニュー 王・金・角・

？

なたあななあなたたあなたたあなたあなたたのののの 介介介介ンンササロン紹介ンンロサロン紹介サロン紹介域地地域地域 ササササ

座でお邪魔しま

のののののの 域地域地域域ののののののサササササ

～宇久和みの会～

忘年会忘年会忘年会

忘年会忘年会忘年会

紙芝居で子ども
たちに伝えました

15人参加

12/2612/26

12/2012/20

12/2212/22

16人参加

10人参加

17人参加

紙芝居「ぼく、わすれてないよ」

●目を合わせて声をかけることが頭に残った
●優しく話しかけることが良いと分かった。
●おじいちゃんがいるので、認知症になったら助けてあげたいです。
●紙芝居はよくわかりました。
●認知症のひとにはおどろかさないこと。ジャンケンが楽しかった。
●優しく声をかけてあげたい。地域の人、身の周りにいる人を助けて
あげると元気になれることがわかった。

　ボランティアさんによる手品や脳トレゲーム、最後はスライドショーで１年を振り返りました。「いろ
んなことをしたなー」「１年間早かったなー」などと感想が挙がりました。
　この１年、季節を感じる行事にたくさん出向き、みどり保育園の園児たちや地域の方と楽しい思い
出ができ、たくさん笑いました（*^_^*）

　『気軽に、無理なく、楽しく、自由に』集える場所、それが『ふれあい・いきいき
サロン』です。年齢に限りはありません。サロンに参加し続けながら元気に
100歳のお祝いを迎えませんか？“ピンピン コロリ”全力で応援します！！
　次回はあなたの地域のサロンをご紹介します。

　宇久和みの会は自治会の協力で平成22年
に始まって８年目になります。基本的に偶数月
の第一月曜日をサロンの日と決めています。
　この日は発足当初から続けて参加されてい
る方、初めて参加された方など、お世話人さん
や参加者同士の積極的な｢行こうやあ｣｢おい
で～ね｣の声掛けでサロンには参加が少ないと
言われている男性もたくさん集まりました。
　老若男女、その日によって違う顔ぶれが集う
活気あるサロンです。
　認知症予防のお話しの合間に質問が出たり
と、集まっておしゃべりは女性だけではなく、男
女問わず賑やかな会となりました。
　この後忘年会を兼ねて皆さんで食事をして、
ゆっくりと和みました。

じゃんけんポンじゃんけんポン

みんな
真剣に聞いて
　　　います

みんな
真剣に聞いて
　　　います
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♪月が出
た出た

          
 月が出

た～

          
         ヨ

イヨイ♪
♪月が出

た出た

          
 月が出

た～

          
         ヨ

イヨイ♪ お知らせ

介護者の集い介護者の集い介護者の集い介護者の集い介護者の集い

内 容

♥復活シリーズ♥

なご ほたるの会

なぎさ会

宇久和みの会

なんじゃもんじゃ会

郷の会

寿会

野柳かたろう会

小梅の集い

うぐいす会

おしゃべり会

西友会

ときちゃん

いこい会

あづま会

やまびこの会

さつき会

福寿会

宇生賀一円会

ZOOっと会（子育て）
げんき会

にこにこ会

那智の会

惣和会

河内

木与

宇久

寺東

上郷

下郷

野柳

東方・市

筒尾

西の一

西の一

西、浜、釜屋

釜屋

飯谷、上下笹尾

宇生賀中央

福賀地区

田部（宇田中央）

宇田浦

尾無畑

惣郷

久瀬原、上下東郷、
新田、伊当、野沢
中村、森見藤、
金社

宇田地、栃原、
新生

ず

ふれあ
い

ふれあ
い

  いき
いき

  いき
いき

　　サ
ロン　

　　サ
ロン　

ふれあ
い

  いき
いき

　　サ
ロン　

ご近所で楽しく・無理なく・

　気軽に・自由に!!

名　称 対象地区
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行き先は阿武町　自分の町を良くするしくみ

つながり ささえあう みんなの地域づくり

目標額 390,000円
実績額 456,956円

平成29年12月28日現在

目標額 2,234,000円
実績額 2,247,476円
目標額 2,234,000円
実績額 2,247,476円

平成29年12月28日現在

平成29年12月28日現在

目標額 390,000円
実績額 456,956円

平成29年12月28日現在

357,300円
99,656円

戸別より

学校その他より

みくみしくみ

  平成29年度 第２回   
町老連グラウンドゴルフ大会

  平成29年度 第２回   
町老連グラウンドゴルフ大会

保育園に
サンタさんが来たよ
保育園に
サンタさんが来たよ

育成会と
支援センターが
角島方面へ

育成会と
支援センターが
角島方面へ

●  （株）あぶクリエイション
●  阿武建設（株）
●  (農事組合法人)あぶの郷
●  石丸旅館
●  岩川旗店
●  （農事組合法人）宇久ファーム
●  （株）宇田郷定置網
●  （農事組合法人）うもれ木の郷
●  小田建設（株）
●  小田産業（株）
●  （有）小野水産
●  （有）兼隆水産
●  鹿野ファーム阿武農場
●  河野酒造（有）
●  （農事組合法人）木与なぎさファーム
●  くぼた薬局
●  齋藤医院
●  （有）サン
●  ＪＡあぶらんど萩奈古大井支所
●  水津設備
●  スエワカ（有）

357,300円
99,656円

戸別より

学校その他より

づづくり域域づづづくりええああう ええああうななななななつつなつつつつなな みみんんななのの地地域域みみみみんんんんななななののの地地地域域域なの づづくくりりづづくくりりささささえさささささささええががりり がりりななががががなな

目標額 390,000円
6円

目標額 目標額目標額 390,000390,000390,000円円円
実績額実績額実績額 456 956456 956456 956円円円 357,300円戸別より357,300357,300357,300円円円戸別より戸別より戸別より

地域歳末たすけあい募金
内 

訳

218,000円法人募金法人募金法人募金法人募金法人募金

歳末たすけあいの使いみち

1,235,100円
戸別募金戸別募金戸別募金戸別募金戸別募金

237,364円
個人募金個人募金（1,000円以上）（1,000円以上）個人募金個人募金（1,000円以上）（1,000円以上）個人募金（1,000円以上）

90,346円
老人クラブ老人クラブ老人クラブ老人クラブ老人クラブ

325,932円
イベント募金イベント募金イベント募金イベント募金イベント募金

2,097円
子ども会子ども会子ども会子ども会子ども会

84,227円
職域職域（36件）（36件）職域職域（36件）（36件）職域（36件）

45,809円
協力店協力店（42件）（42件）協力店協力店（42件）（42件）協力店（42件）

8,601円
窓口・口・その他募金その他募金窓口・口・その他募金その他募金窓口・その他募金

身障協忘年会身障協忘年会

感謝の
気持ちを
込めて
作りました♥

●  （株）太陽コミュニケーションズ
●  タイヤマート矢次
●  鶴惣工業（株）惣郷工場
●  （株）ナベル山口工場
●  ニッタイコンクリート工業（株）
●  萩阿武商工会 阿武支所
●  （有）ひまわり
●  広石事務所
●  （農事組合法人）福の里
●  ふらわーしょっぷ花しょう
●  （有）マシヤマ印刷
●  （有）八代
●  （有）山京紙文具店
●  山口県漁協奈古支店
●  山口県漁協宇田郷支店
●  （有）吉岡採石
●  （有）吉岡土建
●  リカーズみよし
●  （株）リング
●  和田歯科医院　　
　　　　　　　　　　　　（敬称略）

末たすけあいの使いみち
子どもたち子どもたちに

クリスマスプレゼンクリスマスプレゼント♥
子どもたちに

クリスマスプレゼント♥
●放課後子ども教室
●児童クラブ  
●ひよこクラブ

阿武中福賀小

♥お願い♥♥お願い♥

奈古高・萩高奈古分校

事業の
一部を

ご 紹
 介

たくさんのご協力、
ありがとう
    ございました
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植田さん  藤田さん  佐村さん

阿武町地域活動支援センター
☎2-2625お問い合わせ

さん３ふ
るさと

祭りに

出店し
ました

!!  

いらなくなった三つ折りマットレス、未使用の

毛糸、未使用のタオルを集めています。

ご協力よろしくお願いします!!

  平成29年度 第２回   
町老連グラウンドゴルフ大会

  平成29年度 第２回   
町老連グラウンドゴルフ大会

  平成29年度 第２回   
町老連グラウンドゴルフ大会

保育園に
サンタさんが来たよ
保育園に
サンタさんが来たよ
保育園に
サンタさんが来たよ

育成会と
支援センターが
角島方面へ

育成会と
支援センターが
角島方面へ

育成会と
支援センターが
角島方面へ

11月13日（月）に町民
グラウンドで開催しまし
た。穏やかな日差しの
下、地区同士の交流も
行ないながら、楽しまれ
ました。
今回の上位入賞者は…
１位　藤田司朗さん
２位　佐村照子さん
３位　植田明子さん
でした。次回は６月頃の開催予定ですので、
みなさんのご参加お待ちしております。

12月15日（金）に
宇田郷ふれあい
センターで開催
しました。今年の
振り返りを行い、
味噌汁を作って
みんなでお弁当
をいただきました。

みどり保育園本園・分園をサンタ
さんが訪問。子ども達にプレゼン
トを渡しました。

10月20日（金）長門市の元乃
隅稲成神社と角島を見学しま
した。初めて支援センターと
合同での社会見学で参加者
同士の交流になりました。

法人募金法人募金

戸別募金戸別募金 個人募金（1,000円以上）個人募金（1,000円以上）

老人クラブ老人クラブイベント募金イベント募金

子ども会子ども会

職域（36件）職域（36件）

協力店（42件）協力店（42件）

窓口・その他募金窓口・その他募金

たくさんの方々に
ご来店頂き、
ありがとうございました♥

たくさんの方々に
ご来店頂き、
ありがとうございました♥

ラジオ体操も

やってます

34人参加

７人参加18人参加

歳末たすけあいの
事業として

身障協忘年会身障協忘年会身障協忘年会

さんた さん
ご来店頂ご来店頂
ありがとありがと

歳末たすけあいの
事業として

冬の野菜づくり

健康づくり

年賀状作り

感謝の
気持ちを
込めて
作りました♥

感謝の
気持ちを
込めて
作りました♥

子どもたちに
クリスマスプレゼント♥

一緒に

行ったよ

いろんな活動を

しましたねー

碧い海と空、

眺めは最高♪

サンタさん
ありがとう～♥

あぶ散歩

（八幡様へ）

♥お願いお願い♥♥お願いお願い♥♥お願い♥

いい子でね  
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お 知 ら せ

●阿武小学校より
　義援金をいただきました。

平成30年３月30日まで受付しています。

（事業所・団体等で了解をいただいたところを
  掲載しています。（敬称略））

平成29年７月 
九州北部豪雨災害義援金募集に
多くのご協力をいただき
ありがとうございます!!

135,849円累計

☎2-2615 FAX2-3615
E-mail abusyakyo@haginet.ne.jp

平成30年3月15日（木）
午前9：00～12：00

心 配 ご と 相 談を開催します阿武町サロン交流会を開催します
2月23日（金） 午後1時30分～

4月22日（日） 
町民センター文化ホール

町民センター 多目的ホール
と　き

ところ

ふれあい・いきいきサロンのお世話人さん
（各サロンより２～３人）・民生委員さん
これからサロンを始めたい、サロンに関心がある方
（事前にお申し込み下さい）

昨年の様子

なんじゃもんじゃ会

対  象 場　　所／町民センター

「あぶ社協だより」に関するみなさんの
ご意見・ご感想をお待ちしています!!

新ネタを仕入れよう！

今年も
やります！

昨年の様子

たのもう屋の脳げんき・体元気メニュー
をまだ実施されていないところは早めに
お申し込み下さい。

あぶ芸能祭あぶ芸能祭第12回第12回あぶ芸能祭あぶ芸能祭第13回第13回あぶ芸能祭あぶ芸能祭第13回第13回あぶ芸能祭第13回
赤い羽根チャリティー

サロンお世話人さんへお願い♥

相談は無料、秘密は守ります！

お楽しみ
に

相談内容／各種心配ごと・
　　　　   行政・人権等

社会福祉事業のために、
みなさまから善意銀行にたくさんの
善意、やさしい気持ちが寄せられました。
厚くお礼申し上げます。
平成29年10月１日〜平成29年12月28日まで（敬称略）

※了解をいただいた方を掲載しています。

※No.88に掲載したシルバーカーは抽選により
希望者に差し上げました。

河内 小野　　昭［亡妻　紀　子　様］

木与 田中　満介［亡父　良　博　様］

木与 水津　政己［亡父　　保　　様］

宇久 小田　達雄［亡妻　瑞　枝　様］

宇久 小田　壽秋［亡父　政　次　様］

寺東 小野　佳江［亡夫　佐　次　様］

美浜 水津　孝一［亡妻　節　代　様］

美浜 清水　　学［亡父　栄太郎　様］

釜屋 能野　泰枝［亡父　松浦勝　様］

美咲 吉永　邦男［亡母　節　代　様］

美咲 原田　純代［亡夫　　進　　様］

岡田橋 兼原　隆将［亡祖母 連　子　様］ 

上東郷 中野　　忍［亡夫　　靖　　様］

下東郷 市河　憲良［亡父　義　人　様］

森見藤 山縣　継男［亡父　　悟　　様］

宇生賀中央 中村　　勉［亡父　高　德　様］

新生 長嶺　一重［亡夫　昭　弌　様］

宇田中央 清水　節子［亡夫　達　郎　様］

宇田浦 杉村　和己［亡父　俊　昭　様］

宇田浦 中田利津子［亡叔母 田中八重子様］

惣郷 安光　明文［亡父　正　文　様］

大阪府 梅田　邦捷［亡母　礒　子　様］

奈  古

福  賀

町  外

宇  田  郷

香典返し・玉串料返し
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ボランティアつくし会
ボランティアほほえみ会
ボランティアふたば会

福祉基金


