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【平成30年度

事業報告及び収支決算】

香美市社協では市をはじめ、自治会、民生委員児童委員協議会などの関係機関と連携を取り
ながら、平成 30 年度も地域住民に寄り添った、さまざまな事業に取り組みました。
事

業

名

法人運営
共 同 募 金 配 分

老人福祉
障害児者福祉
児童青少年福祉
福祉育成援助
ボランティア活動
歳末たすけあい配分

地域介護予防活動支援

事 業 報 告
▪理事会：３回、評議員会：３回
▪一般会員：２世帯・10自治会、賛助会員：１団体・59自治会、特別賛助会員：２団体・27名
老人大学の開催、福祉用具の無料貸出
障害児者交流フライングディスク大会の開催
防犯灯設置への助成
・心配ごと相談 総合相談：121回・無料法律相談：73回
・社協だより発行（年４回）・福祉体育大会
ボランティア募集情報発行（年４回）
民生委員・児童委員によるひとり暮らし高齢者、重度心身障害
者等への愛の訪問等を実施。
▪介護予防講座
・未来のはてなを学ぼう（土佐山田圏域）：年５回
・かみ笑楽塾（香北・物部圏域）：年４回
▪地域の集いリーダー研修会 ２回開催
▪70歳の同窓会：参加者51名
他に菜園クラブ、脳活クラブ、体操教室、ポールウォーキング
教室、ものづくり等を実施。

認知症理解のための出前教室や介護者の会「陽まわりカフェ」、
「にこまるカフェ」を開催。
給食サービス（香北支所） 週２回お弁当の配食を実施。実施回数 101回、利用者延べ人数 632名
よりそい支援

あったかふれあい
センター

・地域サロン運営：利用者延べ人数 6,332名
・地域サロンボランティアによる声ともだち（見守り電話サービス）
や傾聴ボランティア、世代間交流イベント（２回）を実施。
・ゆずまろももにゃんとなりぐみ（ゴミ出し・電球交 換）の実施。
他に見守り郵便、見守り訪問等を実施。

福祉活動推進

・香美市要援護者安心安全ネットワーク台帳の整備
・ボランティア保険の斡旋 614件
・福祉教育推進校への助成（小中学校10校）
・ボランティア団体への助成（１団体）

障害者居宅介護事業

障害者総合支援法に基づき介護等が必要な障害者にホームヘル
プサービス及び移動支援を提供（派遣回数 1,000回）

生活相談センター事業

▪生活困窮者自立支援事業（年間相談延べ530件）
・相談対応件数：117名 ・食糧支援：団体５件 / 個人48件
▪生活福祉資金（相談件数 302件）
▪日常生活自立支援事業（相談件数 2,591件）
▪法人後見（相談件数：５件、受任件数 ９件）

介護保険事業

・居宅介護支援事業：ケアプラン作成人数
・訪問入浴介護事業：年間利用者数 11名
・訪問介護事業：年間利用者数
751名
・通所介護事業：年間利用者数 1,345名

奥物部ふれあいプラザ
管理運営（物部支所）

年間使用件数：159件
年間使用者数：5,419名

1,941名
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積立資産取崩収入

4,380,524

受取利息配当金収入
その他の収入

その他の活動による収入

34,326

助成金収入

460,538

10,203

会費収入 376,500
寄付金収入

337,900

経常経費補助金収入

障害福祉サービス等
事業収入
5,499,240

介護保険事業収入
118,841,745

収支決算

100,000

長期貸付金回収収入

奥物部ふれあいプラザ
指定管理運営事業収入
3,105,000

65,387

3,829,987

奥物部ふれあいプラザ
管理運営事業
3,105,385

収入合計

受託金収入
97,590,877

237,089,942 円

共同募金配分金事業
2,949,518

生活相談センター香美
30,478,717

法人運営並びに
地域福祉の推進
49,716,403

支出合計

236,453,091 円
事業収入
2,457,715

令和元年６月５日～３年６
月の定時評議委員会まで

紹
介

監
事（
2

名）

明・西村 享子

名）

15

役
員

別役啓士郎・山﨑 泰広

評議員（

濵田

岩越 孝明・秋友 英稔

名）

弘末 俊郎

三木 實正・吉本 悦子

事（

（会 長）

山中 博通

村田 節子・永野 幸江
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任期

理
（副会長）

山中 俊明

3

（副会長）

小川ひまわり会
（香北町）

三谷 賢一・岡本 篤志

萩野ホタル会
平井いきいき教室
（香北町）
（物部町）

萩野タミ子

朴ノ花ボランティア
はつらつゆりの会
クラブ
（土佐山田町）
（香北町）
アンデスの風
シルバー女性会
プロジェクト賛同有志
（土佐山田町）
（香北町）
子育て支援ネットワーク
新田ほっとくらぶ
ろばみみ
（香北町）
（土佐山田町）

大石 綏子・村上 眞知

山田なかよしラージ
清爪南天の会
（土佐山田町）
（香北町）

大石 誠慎・小松 紀夫

名

小松美佐子・大町 邦雄

体

萩野 泰三・公文女美子

団

千恵

令和元年度の一般公募助成は高知県共同募金会
香美市共同募金委員会運営委員会で選考・決定
し、下記の団体に配分されました。
（総額537,000円）

森田 幸典・西本 昌弘

（令和元年度一般公募）

介護予防事業等
11,003,220

介護保険事業
122,358,261

高橋

赤い羽根共同募金

受託事業等
16,841,587

笑顔あふれる介護予防を一緒にしませんか？
香美市社会福祉協議会では、楽しく介護予防することができるように体操教室やポールウォー
キング、介護予防講座を開催するなど、さまざま取り組みを行っています。お気軽にご参加ください！

令和元年度

「未来のはてなを学ぼう」のご案内

介護予防講座
テーマ
日付
7月30日
生
（火）
8月27日
医
（火）
9月18日
食
（水）
10月29日
体
（火）
11月5日
心
（火）

時間
10：00～
11：30
13：30～
15：00
13：30～
15：00
13：30～
15：00
13：30～
15：00

演 題
高齢者のための
消費生活講座
『おしっこが漏れる』
諦めていませんか？
健康長寿
～長生きの秘訣は腸にあり～

からだの健康はお口から
笑って笑ってお元気に！

講

師

高知県立消費生活センター

相談員さん

高知大学

医学部薬理学講座

教授

齊藤

源顕さん

高知ヤクルト販売株式会社 総務部主任
栄養士・食生活アドバイザー

大野

紗帆さん

高知県中央東福祉保健所 健康障害課
歯科衛生士 柳本

落語家

笑福亭

祥子さん

がっ

こ

学 光さん

▪場
所：プラザ八王子 ３階多目的ホール（車でお越しの際は、西駐車場をご利用ください。）
▪対 象 者：香美市民
▪受講料：無料
▪申 込 み：事前に申込みが必要です。（欠席される方は、ご連絡下さい。）
▪問合せ先：香美市社協 あったか介護予防係 直通 ☎５３–２２５１ 代表 ☎５３–５８００
※講座当日が悪天候（台風など）の場合は、延期とある場合がありますので、お問合せ下さい。

地域の中で元気に！
〜
〜カフェてくてく︵中野︶

今年︑中野地区で集いが
誕生しました︒その名も﹃カ
フ ェ て く て く﹄︒名 称 の 由
来は︑参加者がてくてくと
歩いて来れるということと︑
この集いがてくてくと気負
わず息長く続くようにとい
う思いが込められています︒
初回には︑社協スタッフ
が 出 前 教 室 を 実 施 し︑﹁は
つらつ体操﹂﹁香美かみゴックン体操﹂﹁リズム体
操︵瀬 戸 の 花 嫁 と３ ６５ 歩 の マ ー チ︶﹂を そ れ ぞ
れポイントをおさえながら行いました︒
体操が終わると﹁ふくらはぎのストレッチで足
が 伸 び る﹂﹁呼 吸 は ど の よ う に し た ら い い の？﹂
などの声が聞かれました︒終始︑和やかな雰囲気
で行われ︑参加された方も楽しめたようでした︒
このように地域で楽しく元気に過ごすことので
きる場所があることで︑新たな出会いや関わりが
できるかもしれません︒
皆さんもぜひ︑お近くの集いに参加してみては
いかがでしょうか？
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地域サロン

てとて

自分のペースで♪楽しく♬

施設傾聴
ボランティア

ボランティアを探して …
✿自分のしたい
ボランティアを選んで …

✿自分のできそうな

あ�たか地域サロン
ボランテ�ア

ボランティア
活動の種類

～ ミニイベントお知らせ！ ～
４月より、プラザ八王子１階の「てとて」
のスペースで、地域サロンボランティアに
よるミニイベントを行っています。
４月には「絵本の読み聞かせと折り紙」、

5

５月には「絵本の読み聞かせと手遊び」を行い、親子

と交換できます！

や地域の方が参加されました。イベントでは参加した

ントがたまると図書カードか商品券

お子さんが絵本の前にピッタリくっついて、お話しを

じてポイントが加算されます。ポイ

楽しそうに聞いている姿がみられました。

は活動をカードに記録し、活動に応

ミニイベントを通して、さまざまな地域の方とつな

あったか地域サロンボランティア

がることができる良い機会になるかと思います。

コツコツと地味ボランティア

世代間交流
イベント
声ともだち
独居高齢者
見守り電話

たんぽぽ
の会

見守り葉書
・訪問

【問合せ先】
香美市社協あったか介護予防係
☎ ５３−２２５１
（直通）
☎ ５３−５８００
（代表）

開催日は不定期ですが、「てとて」入り口に予定を

あったか地域サロン
ボランティアの登録方法

サロン
飲み物
サービス

香美市社協あったか介護予防係
の窓口にお問合せください。
登録後には、
「傾聴ボランティア
養成講座」か「認知症サポーター
養成講座」の受講が必要となり
ます。

貼り出すなどいたしますので、ぜひ皆さまご参加くだ
さい！

〈問合せ先〉
香美市社協
あったか介護予防係
直通 ☎ 53-2251
代表 ☎ 53-5800

生活相談センター香美だより
います。「慢性的に生活費が

が、この場合には、前号でご

第二回は、「生活福祉資金

低所得世帯・障害者世帯・
紹介した「生活困窮者自立支

不足していて、いま少しだけ

高齢者世帯に対し、必要な資
援事業」へおつなぎし、就労

貸付制度」についてご紹介し

金を貸し付けることで世帯の

支援・家計改善などあらゆる

ます。

経済的自立を促すとともに生

角度から生活のサポートを行

」と
で も お 金 を 借 り た い ･･･
いう方には不向きな制度です

活の安定をはかることを目的

Ａさん（

代）は高校卒業

そんな折、不幸が襲いまし

た。高知にいる父親がガンを

患いました。死を意識された

父親はＡさんの自立を願い、

また貸付金の返済が少しでも

できないか、生前何度も社協

に相談に来られました。でも

願うほどのことは叶わず、そ

のままお亡くなりになりまし

た。

Ａさんは大学中退後も県外

に止まり、アルバイトで苦し

戻り、母親との生活を再開さ

時、県外の大学に進学するた

また、他の貸付制度をご利

特別支援学校で障害のある子

せ、すぐに福祉施設に就職し

い生活を続けていました。け

次のような貸付例があります。

用になれる方については、そ

どもの教師になることが目標

め生活福祉資金貸付制度を利

・離職者に対する一時的な生

ちらを優先していただいてお

でした。

・就職にあたり必要な自動車

いしております。加えて、審

や健康状態などを詳しくお伺

ず世帯のみなさんの生活状況

借入申込にあたっては、ま

カウンセリングを受けながら

ようになってしまいました。

授業に出席できず引きこもる

さんは人間関係につまずき、

ところが入学後間もなくＡ

事ができる喜びが表情に現わ

会うたびに、人の役に立つ仕

ています。私たちもＡさんと

れもなく貸付金の償還を続け

が入る度に少しずつ一度の遅

ました。現在、Ａさんは給料

用しました。学業を修めた後、 れども発奮しました。高知に

活資金の貸付（総合支援資

ります。

免許取得費用や転居、住宅

査に一定の日数を要しますの

（教育支援資金）

改修の費用など（福祉費）

れているのを感じます。迷っ

て引きこもっていたあの頃の

少しずつ単位を取得していく
努力を重ねましたが結局、大
となりました。

Ａさんはそこにはいません。

で、申込を希望される方はお

地区の民生委員さんが関わり、 早めにご相談ください。
償還完了までの間、必要に応
じて相談やアドバイスを行な

学は除籍（中退）されること

借入申込時よりお住まいの

・高校、大学等の進学費用

金）

とした制度です。具体的には、 ないます。

生活相談センター
の現場から
①
20

2
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日常生活自立支援事業

食糧寄付のお願い

生活支援員

ご家庭で品質などに問題はなくとも、

日常生活を送るのにひとりで判断するこ
とが難しい高齢者や障害者のお宅を訪問し
て、見守りや助言、お金の受け渡しをして
下さる生活支援員を募集しています。

食べることなく、お宅で眠っている食品
はありませんか？そのような食品の寄付
を受け、福祉施設や生活困窮者に提供し
ています。ご協力いただける食品がある
方は下記の問合せ先までご連絡ください。
※特にお米（玄米も可）が不足しています！
古米や古古米も受け付けていますので、
ぜひともご寄付をお願いします。

〈問合せ先〉
担 当：熊岡

興味をお持ちの方は、下記の問合せにま
でお電話ください。

〈問合せ先〉
（土佐山田） 正岡：☎ ５３−２８７７
（香北・物部）横山：☎ ５９−２１４０

☎ ５３−２８７７

ご

香美市の社会福祉推進のため

寄
付

に、多くの方々から心温まる善

意をくださいました。ご了解を

「福祉の仕事はじめの一歩講座」
を開催します！
福祉施設・事業所を見学して、福祉の仕事について学ぶ、
「福祉の仕事はじめの一歩講座」を開催します。
福祉施設・事業所の職員から直接話が聞ける内容になって
います。高校生や専門学校生の参加も大歓迎。進路選択の参
考にしてください。福祉の仕事に興味がある方は、ぜひご参

◦山田高校美良布分校同窓会か

ら
社会福祉のためにと、金６万

東作様から

５千円が寄付されました。

◦熊瀬

車椅子や車両の購入のために

7

いただいた方のみご芳名を掲載

20

20

万円が寄付されました。

月 日～ 月 日）

6

特に専門的な知識がなくても、大丈夫！
職員も助言などのサポートを致します。

加ください。
と、金

（受付期間
21

し、感謝の意を表します。あり

がとうございました。
3

大募集

▪開催日時：7月20日（土）
※申込締切
▪会

10：00～12：00
7月17日（水）

場：特別養護老人ホーム
ウエルプラザやまだ荘

▪参 加 費：無料
▪申

込：高知県福祉研修センター
☎088-844-3605

あったかふれあいセンター事業のご案内（香北・物部）
香北・物部圏域では、様々なイベントを開催しています。
楽しい時間を一緒に過ごしませんか？

香北サロン「みによん」
染 物

サッカー教室

大人気の染物です！

■日

時：7/24（水）
9：30 〜 12：00
■場
所：保健福祉センター香北１階
■ 参加費：500 円
要予約

■日

時：7/31（水）
9：30 〜 11：00
■場
所：大宮小学校 グラウンド
■ 参加費：無料
要予約

レジンで作る小物たち

スライムを作ろう

女子に人気のレジンです！

今年大人気のスライムに挑戦！

■日

時：8/7（水）
9：30 〜 12：00
■場
所：保健福祉センター香北１階
■ 参加費：500 円
要予約

■日

時：8/19（月）
9：30 〜 12：00
■場
所：保健福祉センター香北１階
■ 参加費：100 円
要予約

スノードーム
時：9/30（月）
10：00 〜 12：00
■場
所：保健福祉センター香北１階
■ 参加費：500 円
要予約

7 月～ 8 月の期間中は
サロンイベント実施日に
囲碁・将棋体験教室
同時開催！

■日

申込み：香美市社協 香北支所 ☎ 59‑2140

介護予防事業のご案内
太極舞
■講

（全６回開催）

師：JUNKO（石本旬子氏）
■日
時：8/22（木）、9/12（木）、9/26（木）
10/10（木）、10/24（木）
12 月にも実施予定（日にち未定）
10：00 〜 12：00
■場
所：香美市役所 物部支所２階大ホール
■ 参加費：無料
■ 申込み：香美市社協物部支所 ☎ 0887-58-3098

「太極舞（タイチーダンス）」
とは…
中国の伝統武術や太極拳などを
ベースに、情緒あふれる音楽に合
わせて
舞う台湾初のプレコリオプログ
ラムです。
太極舞は、誰でも無理なくで
きる
ダンスエクササイズとして確
立され、

初めての方や高齢者でも簡単に
でき、

面白さと運動効果を得られます
！

8

かみ笑楽塾 笑って 楽しく いきいきと

所：奥物部ふれあいプラザ

あひるの親子 
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土佐山田町

竹村あずささん

年を振り返って

押し切って受験しました。
環境が変わったおかげで娘は
たくさんの友達にも恵まれ、と
ても楽しく充実した学校生活を
送ることができました。その中
で自分の目標を見つけ大学に進
学し、今は栄養士と栄養教諭の
資格を取るため頑張っています。
もしあの時、環境を変えてあ
げていなかったら、今ここにい
る娘はいなかったのではないか
と、この 年を振り返ったとき
に不意に思うことがあります。
結果的には環境を変えてあげ
た事が、娘には良い方向へと進
む道となりました。たくさんの
友達に囲まれ笑顔でいる娘を見
て、あの時の選択は間違ってい
なかったと今でも私は思ってい
ます。

20

香北支所 ☎ 59-2140
◆申込み：香美市社協

香北支所 ☎ 59-2140
◆申込み：香美市社協

◆場

所：保健福祉センター香北２階 大ホール
所：保健福祉センター香北２階 大ホール

◆日

師：医療法人鬨の会
大野内科 医師 小笠原 望 氏
時：９月７日（土） 14：00～15：30
◆場

講演 「ひとのいのちも自然の中のもの

−四万十川のほとりの診療所の物語−」

「四万十～いのちの仕舞い～」
映画上映

20
20

香美市に嫁いで 年以上が経
ちました。娘と息子にも恵まれ、
月日が経つのは早いもので娘は
来年、成人式を迎えます。
この 年は娘にとって色々な
事がありました。特に小学生の
頃の思い出は辛い事の方が多
かったと思います。そんな娘に
とって、転機となったのが中学
受験です。主人は「地元の中学
があるのにわざわざ遠くの学校
に行かなくてもいい」と反対し
ましたが、辛く悲しい思いをし
ている娘のことを一番に考える
と、環境を変えてあげた方がい
いのではないかと思い、反対を

9

▪場

◆講

時：８月20日（火） 10：00～ ／ 18：30～
（同日2回上映）
◆日

☎ 58-3098
物部支所
▪申込み：香美市社協

健康法！

時：7 月 10 日（水）14：00 ～ 15：30

組み合わせた楽しい
▪日

「ヨガの呼吸法」を

落語もできる笑いヨガ講師：花の家

こなつ 氏

「笑いのエクササイズ」と

「笑いの力で心と身体を元気に」

四万十市で診療所を営む小笠原先生と四万十川流域で暮らす人々との交流を
見つめながら、
「本当の豊かさ」や「本当の幸せ」をテーマのドキュメンタリー
映画と小笠原先生の講演が行われます！
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社協を通じて見つかるボランティア
香美市ボランティアセンターは広報誌などを通じて、ボランティア募集情報を発信しており
ます。ボランティアの受け入れ先を探す際、ぜひ参考にしてください。

探し方

＆

メリット
一度に複数の募集情報を閲覧できます。

社協だよりで探す

数か月先の情報も掲載されてるので
計画を立てやすいと思います！

社協で登録後、希望の
ボランティアの募集が
来たら連絡をもらう

登録の際に希望のボランティア内容や
活動可能な日時をお聞きします。
募集が社協に届きしだい、
すぐにお伝え出来ます ‼

左のページの「声ともだち」
社協内のボランティア

などが該当します。

への紹介

日程調整のうえ
見学することができます。

Q

希望のボランティア情報が見つからない場合は？

A

以下の方法もあります！
①ボランティア情報を扱うサイトで調べる
②香美市 + 南国市というように活動範囲を広げてみる
10

ご連 絡をお待ちしています
踊りの得意な方大募集！

情報交流館ボランティアスタッフ募集

“デイサービスときめき土佐山田店”では、レクリェー
ションの時間等にダンスや踊り等、利用者の皆さんと一
緒に楽しい体操をしていただけるボランティアの方を募集
しています。 オススメの体操をご存じの方は、是非ご
連絡ください！

“森林研修センター情報交流館”では、親子イベントの
補助や木工の材料作りなどの活動をお手伝いしてくださ
る方を募集しています。
興味のある方は、下記の連絡先にまでご連
絡ください。活動が不定期ですので、改めて
活動日時をお知らせいたします。
たくさんの人とふれあう機会があります。今までの経験
等、子どもたちに語りかけて頂きたいです。

〈活動日時〉 月曜日もしくは火曜日
①１０時～１４時００分
②１１時～１５時００分
〈活動場所〉 デイサービスときめき土佐山田店
（土佐山田町影山168）
〈駐 車 場〉 １台分あり
〈問合せ先〉 川久保 ☎ ５２-９１１９

“声ともだち”ボランティアさん募集
香美市社会福祉協議会ではボランティアの皆さんに
よる電話での見守りを目的としたサービスを行っています。
地域でおひとり暮らしの高齢の方へ電話で安心を届ける
ボランティアです。
（所定の講座の受講が必要です）
☆関心のある方、ご連絡お待ちしています。
〈活動曜日〉 毎週月、水、金曜日（祝日は除く）
〈活動時間〉 ９時～１０時すぎの間で２０～６０分程度
〈活動場所〉 プラザ八王子 １Ｆ 応接室など
（プラザ八王子：土佐山田町262-1）
〈問合せ先〉 平日 ９：００～１７：００
中谷・樫谷 ☎ ５３-２２５１

歌や踊りの得意な方、草刈りの
お手伝いの出来る方募集しています
香南香美老人ホーム組合 養護老人ホーム 白寿荘
から、下記２件のボランティアの募集情報が届きました。
①歌や踊りの他、生きがい活動のお手伝い②施設外観
の植木の剪定、草刈りができる方を募集しています。
①歌・踊りの披露、生きがい活動のお手伝い
〈日
時〉 ２か月に１回 第１火曜日もしくは木曜日
１４：００～１５：００
〈集合場所〉 養護老人ホーム白寿荘 １３：３０
〈備
考〉 利用者も参加できるものをお願いします。
②施設外観の植木の剪定、草刈り等のお手伝い
〈日
時〉 土日祝日以外 １０：３0～１６：００
〈活動期間〉 令和元年７月１日
（月）～令和元年９月３０日
（月）
〈集合場所〉 養護老人ホーム白寿荘 １０：１５
〈備
考〉
活動が不定期の為、日時は連絡いただけたらご都合に
合わせます。雨天中止です。
〈活動場所〉 いずれも香南香美老人ホーム組合養護
老人ホーム白寿荘（香美市香北町永野2100）
〈問い合わせ先〉 ☎ ０８８７-５９-２２８７（北村・谷村）
〈ボランティア保険への加入〉 募集者側負担
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〈活動内容〉 ・子どもたちが作る工作のキットづくり
・施設周辺や自然体験ゾーンの整備活動
・親子イベント等の補助
など
〈場
所〉 高知県立森林研修センター情報交流館
（土佐山田町大平80）
〈問合せ先〉 濱口 ☎ ５２-００８７

土佐山田まつりの踊り子スタッフ募集
“障害者支援施設白ゆり”では、 8月の『土佐山田まつ
り』によさこいを踊る白ゆり踊り子隊の一員として参加し
てくださる方を募集します。障害のある利用者の方と一
緒になって祭りを楽しんでくださる方を求めます。ハッピ
等はこちらから貸し出します。参加していただく時間など、
相談に応じますのでお問合せください。

『土佐山田まつり』
〈日
時〉 ８月３日（土） １１時３0分～２２時
〈集合場所〉 障害者支援施設白ゆり
（土佐山田町山田1192-1）
〈申込〆切〉 ７月１９日（金）
〈備
考〉 雨天中止。活動時間については要相談。

『踊りの練習』
７月２日～８月２日までの毎週火曜日と
７月２４・３１日、８月１・２日
１６時４５分～１７時１５分
〈練習場所〉 障害者支援施設白ゆり
（土佐山田町山田1192-1）
〈申込〆切〉 ７月１２日（金）
〈集合場所〉 障害者支援施設白ゆり
〈備
考〉
雨天時は練習をワークセンター第二白ゆりで行います。
（障害者支援施設白ゆりの建物向かって後ろ側の施設です）
〈募集人数〉 １０名
〈問合せ先〉 野中 ☎ ５２-４１３１
〈ボランティア保険への加入〉募集者側負担

社協会員募集 ◆
◆

7月の相談 … 7月26日（金）

8月の相談 … 8月30日（金）

9月の相談 … 9月27日（金）

※７名まで、予約制
（相談時間30分以内）

№ 53

香美市

＊特別賛助会員
（篤志家（個人）等）
……１口年額 1,000円
令和元年7月発行

社協だより

＊賛助会員
（自治会・団体等）
……１口年額 500円

編集後記

新元号の「令和」が始ま
って２カ月が経ち、書類に
書く令和という文字も徐々
に見慣れはじめました。
令和になり、日本全体が
お祝いムードに包まれると
同時に、高齢者による交通
事故や児童虐待といった痛
ましいニュースも頻繁に取
り上げられました。
これらは未然に防ぐこと
ができなかったのでしょう
か。
「 あ の と き、こ う し て い
た ら 。こ う 言 っ て い れ ば 」
という意見が多くあります。
しかし、たられば話をして
も前へは進めません。
今後このような痛ましい
出来事が起きないように、
家族だけのことと考えず、
地域のこととして考え、地
域で見守り・支え合いをし
ていくことが大切ではない
でしょうか。
（中谷）

「香美市社協だより」は会費と共同募金配分金を活用して発行しています。
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■発行／社会福祉法人香美市社会福祉協議会 香美市土佐山田町 262 － 1
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り』や『よさこい祭り』などへ
撮りに行かれています。「躍動
感のある写真を撮るのは難し
い」と言いつつも、試行錯誤し
ながら構図を考えるのが楽しい
と田中さん。
筆者が社協だよりの表紙の写
真を撮るのに苦労していると話
すと、「プロのカメラマンと違
うから。難しく考えず、自分が
良いと思ったらそれでいい」と
おっしゃってくださり、少し肩
の力が抜けたように感じました。
今回の社協だよりの表紙は、
田中さんが撮られた迫力のある
花火の写真を掲載させていただ
きました。写真コンテストに応
募することもあるようで、もし
かすると皆さんも田中さんの写
真をご覧になる機会があるかも
しれません。
＊一般会員（世帯単位）
……１口年額 100円
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◆法的な困りごと

～自分らしい写真～
地域福祉を推進するた
めに社協活動にご賛同い
ただける会員を広く募集
しています。

86

場所：プラザ八王子
時間：13：00 ～ 16：30

ら趣味として写真を撮っている
そうです。
日頃からカメラを持ち歩き、
気になる被写体があれば「パチ
リ」。風景を撮るより、お祭り
の様子を撮るのが好きで、高知
に来てからは『土佐山田まつ
予約は香美市社協
（☎ ５３-５８００）まで

で

香 美 市
弁護士
無料法律相談

プラザ八王子１階のボラン
ティ家「てとて」のスペースに、
迫力があり、美しい花火の写真
が飾られています。
これらの写真を撮られたのは
た なかひろむ
田中弘さん（ 歳）。田中さん
は大阪府出身で、 歳のころか

お知らせ

香美市社協のホームページが開設されています！
香美市社会福祉協議会
ぜひ一度のぞいてみて下さい。

