2019 1月号
A Happy New Year

手引き講習会を
開催しました！
手引き体験、アイマスクを
つけてのお弁当体験で
必要な支援を学びました
底の形でどこに何が…
ここがごはんかな？

〔写真〕
視覚障害者生活訓練事業
「手引き講習会」

「できること」を知る。

みんながもっているよ。

じぶんにできること。

Rainbow

その手をかすこともそのひとつ。

号

その声をかけることもそのひとつ。

89

第

一番のバリアフリーだと思うんだ。

社会福祉法人
雲仙市社会福祉協議会

地域の「

助けあい」
地域で「支えあい」

地域の皆さんによる支え合い
や助け合いを手助けするための
仕組みづくりを進めることを目
指し、生活支援体制整備事業に
取り組んでいます。 月 日
（月）には、雲仙市内の自治会
長会・民生委員児童委員協議会・
老人クラブ連合会・地域包括支
援センター・島原地域広域市町
村圏組合介護保険課・雲仙市健
康福祉部から代表が集まり、第
１層協議体を設置。第一回目の
会議を行い、雲仙市をどのよう
な町にしていくか、目指す地域
像とはどのような姿か、今後の
取り組みなどについて話し合い
ました。
市全域のことについて協議す
る第１層、日常生活圏域（町域）
の課題やニーズを発掘し、解決
に向けた取り組みを行っていく
第２層、そして、地域の皆さん
による助け合いや支え合いの現
場となる第３層に声をかけてい
きたいと思います。今後は第２
層（各町）での生活支援コーディ
ネーターの選出や協議体設置を
目指し、地域づくりを進めてい
きたいと思います。
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第 1 層協議体は、第 2 層（各町）単
位では解決できないこと、市全体に関
わることについて協議を行います。
誰もが住み慣れた地域で暮らし続け
ることのできるまちづくりを目指して
いきたいと思います。
第 1 層協議体構成員

左上から、
川原さん、吉武さん、林田、SC 日高
左下から、
牛嶋さん、町田さん、脊川さん、松平さん

第２層（生活圏域）の生活支援
コーディネーターや協議体は、地
域づくりのリーダーです。
SC 選出や協議体設置に向けて、
地域のことを一緒に考える仲間づ
くり会議を行っています。

第２層における学習会を開催しています！
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三市（雲仙市、島原市、南島原市）
社会福祉協議会災害ボランティアセンター
設置訓練を実施しました

被災地のことを考えると
困っている被災者がいます
どのようなことで困っているのだろう
どのようなことを支援して欲しいのだろう
被災者を支援したいボランティアがいます
地域のみなさんの﹁力﹂です
全国の皆さんの﹁力﹂です

社会福祉協議会は その﹁力﹂を活かしたい
それが﹁災害ボランティアセンター﹂です

高校生が ア
ィ
ボランテて
とし
大活躍

活動後の す
で
活動報告終了
作業は か？
しました

大切な
ｮﾝ
ｵﾘｴﾝﾃｰｼ 動の
活
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ を！
心構え

三市（雲仙市・島原市・南島原市）社会福祉協議会、JC（島原青年会議所）、
長崎県社会福祉協議会職員総勢 35 名で訓練を実施しました！

雲仙市ボランティアセンター
ボ

あなたの街のボランティアセンター

登

ランティアセンターに
録 し ま せ ん か !!
ボランティア活動を
されている個人及び
団体、グループの皆さん。
ボランティアセンターへ
登録しませんか。
ボランティア保険への
加入や希望する活動の
ニーズを紹介します！
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ボランティア募集
車椅子体験、アイマスク体験等福祉
体験学習に参加させて頂いています。
社協職員と一緒に市内小中学校等で行
う福祉体験学習に参加してくださるボ
ランティアスタッフを募集しています。
詳しくは、雲仙市ボランティアセン
ター・雲仙市社会福祉協議会
（0957-36-3766）までお問合せください。

年度における助成金のお知らせ

31

対象事業
町の区域を対象とし、福祉団体を中心に
地域住民が交流し、地域福祉の増進に資
する事業
助成対象経費、限度額
地域福祉の増進に資する事業
限度額 一人あたり 600 円、ただし一事
業における上限額は 200,000 円

助成金名
(2) 生きがいづくり事業
助成金
( スポーツ・文化 )

対象事業
町の区域・雲仙市の区域全体を対象とし、
高齢者のスポーツ活動や文化活動を通じ、
生きがいづくりを推進する事業
助成対象経費、限度額
地域福祉の増進に資する事業
限度額 一人あたり 300 円、ただし一事
業における上限額は 30,000 円

助成金名
(3) 子育て支援事業
助成金

対象事業
児童及び生徒を対象とした学習支援、居
場所づくりや乳幼児を抱える方々の子育
てに関する悩み等の軽減を図る事業

寄附金及び赤い羽根共同募金の助成金を
地域に活かします

平成

雲仙市社会福祉協議会では、赤い

羽根共同募金の助成金と地域の皆さ

年度における各種事業に対して

んからの寄附金等を財源として、平

成

日（木）

31

予算の範囲内で助成事業を実施しま

す。

年１月

〔申請締切〕

平成

〔対象経費〕

原則として、備品・飲食物の購

入は対象としない。

〔お尋ね先〕

本会本部事務所

（０９５７ ３-６ ３-７６６）

助成金名
(1) 地域交流事業助成金

31

31

助成対象経費、限度額
地域福祉の増進に資する事業
限度額 一事業における上限額は
40,000 円

あけまして
おめでとうございます

雲仙市社会福祉協議会に

おきましては、各種事業の

見直しを行い、市民の皆さ

んと一緒に第二期雲仙市地

域福祉計画及び雲仙市地域

福祉活動計画に沿った事業

の推進をすすめております。

市民の皆さまや雲仙市及

び関係者と連携を図り、誰

もが住み慣れた地域で安心

して暮らし続けることがで

きるまちづくりに取り組ん

で参ります。
社会福祉法人
雲仙市社会福祉協議会
会長 境川 秀生
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「ふくし」
「社会福祉」
「地域福祉」

日本国憲法第

条第２項に「社

これらのことを考えていくと、

社会福祉協議会は、憲法にある

面において、社会福祉、社会保障

２項には「国は、すべての生活部

度の生活を営む権利」に続き、第

第１項の「健康で文化的な最低限

す。欧米諸国ではよく「揺りかご ２期雲仙市地域福祉活動計画」も、

かにすることであると考えられま ２期雲仙市地域福祉計画」及び「第

であり、国民生活をできるだけ豊 ます。行政とともに作成した「第

えて大きな流れの中での「福祉」 進していく団体ということになり

最低限度の生活を営む権利を踏ま 仙市）を基盤に「地域福祉」を推

会福祉」という言葉が出てきます。「社会福祉」は、健康で文化的な 「社会福祉」を手段として、地域（雲

及び公衆衛生の向上及び増進に努

から墓場まで」とも言われ、自分 すべての市民が地域で安心して生

の生活を自主的に解決するのを国 活できる社会を実現していくこと

めなければならない」と定めれて
います。

していく「地域福祉」という考え

暮らしの中の気づきとして見い出

ズとして拾い上げ、解決の方法を

ますが、散在している課題をニー

指す方向も異なってくるとは思い

うか。立場や境遇等の考え方で目

が島原地域広域市町村圏組合から 福祉」の推進に努めてまいります。

えるのではないでしょうか。本会 会は地域の皆さまと一緒に「地域

現しようとする考え方であると言

ることのできるまちづくり』を実 のかもしれませんね。

慣れた地域で安心して暮らし続け の名称の方が目的に添ったものな

あり、本会が目指す『誰もが住み い的には「雲仙市地域福祉協議会」

である地域に根ざした「福祉」で くと、角度を変えて見れば意味合

福祉を目的とする事業の企画及び

社会福祉法第

助」「自助」ですね。

だと考えています。いわゆる「共

備事業」に直接的につながるもの

これからも雲仙市社会福祉協議
方の中で「地域」は、日常生活圏

委託を受け、地域住民による助け
合いと支え合いのまちづくりの推

実施」を行うとしております。

条と同様の「社会

う事業を定めており、その中には、 進を進めている「生活支援体制整

本会定款第２項には、本会が行

域を考えられます。

では、「地域福祉」とは何か。
が援助するのが社会福祉とされて を目的としています。
困っている方がいたら助けてあ
「地域」という言葉に答えが隠
いるようです。いわゆる「公助」
雲仙市における「地域福祉」を
げたい、手伝ってあげたいという
目的として、雲仙市社会福祉協議
気持が皆さんの心の中にもあると れているように思えますね。この ですね。
思います。それが「ふくし」の考 「地域」が何を指しているのでしょ 「地域福祉」は、日常生活圏域 会が存在していることを考えてい
え方なんだろうなと思われるので
はないでしょうか。そこで、「ふ
くし」について考えていくと「社

条には、市町村

会福祉」と「地域福祉」という言
葉があります。
社会福祉法第

社会福祉協議会は、社会福祉を目
的とする事業の企画及び実施を行
うとされており、本会定款第１条
には、地域福祉の推進を図ること
を目的とすると定めています。こ
の「社会福祉」と「地域福祉」、
何が違うのでしょうか。
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弁護士相談

皆さんのお悩みごとを弁護士の先生がお聞きします

相続・離婚・金銭トラブル等
生活上の法律問題について、
弁護士が無料で相談に応じます。
ご予約が必要ですので、事前に
13:30 ～ 17:00（1 枠 30 分） 本部事務所（36-3766）までご連絡ください。

催

日

開催場所

担当弁護士

２月１４日（木） 南串山保健福祉センター

宮木

光

先生

３月２０日（水） 愛野保健福祉センター

曽場尾雅宏

先生

南串山保健福祉センター

相談は︑お気軽に︒

開

愛野保健福祉センター

ハマユリックス
ホール

諫早方面→

←南島原方面

愛野小学校 愛野町公民館

○

○

←吾妻方面

■ ○

雲仙市商工会

○

■

千々石方面→

○ Aｺｰﾌﾟ
ビッグキッチン

←諫早方面

助け合い・支え合いのまちづくりをめざして
社会資源の見える化

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業では地域での活動や取り組みを「社会資源の見える化」として紹介し
たいと思います。皆さんが住んでいる町にはどんな助け合いや支え合いがあるのでしょうか。
今回は地域ぐるみの育児吾妻町の「子育てサロン・ＪＡＭ ＪＡＭ」のご紹介です。

《子育てサロン・JAM JAM》
乳幼児を抱えるお母さん・お父さんに育児、子育ての悩
みをなどを共有し、日頃感じる不安を少しでも解消し前向
きに育児、子育てをできるよう吾妻町民生委員児童委員女
性部の方々や子育て経験のあるお母さん方の協力で月に 1
回開催されています。
12 月のクリスマス会には吾妻町だけでなく別の町からも参
加があり、手作りのお菓子や子供用ケーキを食べながら交
流していました。

12 月はクリスマス会
たくさんのお子さんとその家族
の方が集まり、にぎやかに過ご
しました。
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