２０１８．１０ 発行
平成 30 年 6 月 20 日・27 日・7 月 4 日（全 3 回）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
場所 岩見沢広域総合福祉センター 研修室
協力 岩見沢市点訳赤十字奉仕団

ＮＯ．５４

日時

受講者９名のうち、5 名が入団され現在３名の方
が基本的な知識、点訳の技術とその手順や方法につ
いて学んでいます。

記念講演

新団員の声を聴いてみました。
（9 月末に取材）
★以前から興味があ
った点訳。講座をきっ
かけにやっとスター
ト地点にたてました。
一歩一歩進んで行き
たいと思います。

★あっと言う間の、3 か月間です。
一人二人と同期が去り、今は 3 人が
大いに悩みながらも楽しんでおり
ます。ご指導される方は、とても大
変な事と思いますが、頑張りますの
でよろしくお願いいたします。

★「点字入門」初めて知った点字の世界にびっ
くり、おどろきの学習会でした。なかなか理解
できない事もありますが、知るよろこびと学ぶ
大切さを、久し振りに味わっています。スラス
ラ、点字が読めるのには、時間がかかると思う
が、ゆっくり勉強したいと思っています。

6 月 3 日千歳 JAL 国際マラソンで、岩見沢市救急法赤十字奉仕団員
五十嵐 隆さん、郡司 賢一さんが人命救助に尽力されました。
当日は、時々小雨が降る中、地元の千歳赤十字奉仕団の救護班として
ボランティア活動をしていたところ、倒れている男性ランナーがいるとの
知らせを聞き、駆けつけました。男性は心肺停止直後の状態で、すぐに
胸骨圧迫（心臓マッサージ）、AED を使って救命処置を行いました。この
迅速かつ適切な対処で男性は一命を取りとめました。
当時の様子を伺うと「救急車が到着するまでには２０分あまり、休む
ことなく処置を続けられたのは、一緒に心肺蘇生ができる仲間と AED があったから尊い命を救う
ことができました。助かる命のために家族・同僚・町内会などで多くの方に普段から AED の操作
や胸骨圧迫の方法を知って頂けるよう普及していきたい。」と語ってくださいました。
男性は、四日後に退院し後遺症もなく、仕事にも復帰されたそうです。

岩見沢市ボランティアセンターは、地域住民のボランティア活動の普及・推進拠点として、
地域やボランティア団体で活動しているボランティアのスタッフが当番制で、ボランティア
活動に関する相談、コーディネート、啓発、情報提供等を行っています。
今回、ボランティアセンターのスタッフを募集いたします。

応募要件

１
２
３

〒068-0031 岩見沢市１１条西３丁目 岩見沢広域総合福祉センター
岩見沢市ボランティアセンター
TEL・FAX 25―5516
岩見沢市社会福祉協議会
TEL
22―2960

平日の日中で、週に１～２日程度活動可能な方
現在ボランティア活動をしており、ボランティア活動推進に熱意のある方
岩見沢市内在住の方
＊詳しい内容については、ボランティアセンターにお問い合わせください。
【電話 ２５－５５１６】

日時 平成 30 年 10 月 21 日（日）
会場 小樽市民会館
ボランティアサークル｢ひとみの会｣
第 42 回道新ボランティア
奨励賞を受賞されました

テーマ「途上国から世界に通用する
ブランドをつくるわたしの挑戦 ～まず一歩まえへ～
講師 山口 絵理子さん
（株式会社マザーハウス代表取締役兼チーフデザイナー）

日本の大学を卒業。その後バングラデッシュ BRAC 大学院修
士課程に入学し、2 年間の滞在中日本の大手商社に勤務。2 年後
帰国し、会社を立ち上げ現在に至る。将来の夢は小学校を建てる
こと
参加者の感想
若くして自分の信念を持って、ぶれることなく進んでいらっ
しゃることに感動しました。
リーダーとして、ぶれないこと、良きパートナーを持つこと
が大切であると学びました。

第１分科会
テーマ「ボランティア活動で伝えたいこと
～こどもたちとの学びを考える～」
事例報告：清水 伸枝さん
参加者の感想
小樽市立高島小学校児童三人の発表があり｢始め大人の中で
話したり聞いたりすることにすごく緊張していたが、自分の話
すことを周りの大人の方達がとても温かい雰囲気で聞いてくれ
て、何でも受けとめてくれそうな気がし、リラックスして話す
事ができました。｣と堂々と発表していました。子供達は、大人
から必要とされる事で、始めて成長するとききました。小学校
の頃からボランティアに関わっている事を知り、今後の成長が
楽しみになりました。

1995 年 12 月発足。当初は、福祉
施設で入所者の食事や着替えの手伝い
といった職員の補助をしていました。
2000 年に介護保険制度ができボラン
ティアだからこそできることをしよう
と、レクリエーションに取り組み始め
現在は 60～90 代の男女 13 人で岩見
沢市内の特別養護老人ホームに定期的
に出向き、手遊びやことわざクイズ、
歌などを通じて施設の利用者と交流を
深めています。
各人の特技を披露することもありま
す。
「これからも末長く続けて行きたい
と田村会長、会員一同意気込んでいま
す。

第２分科会
テーマ「人づくり・まちづくり・ボランティア・・・明日を拓く
～こどもたちとの学びを考える～」
基調報告：藤井 英規さん
参加者の感想
楽しいお話の中で、自分のできる範囲でやれる事をやるのが
ボランティアであることを学びました。それが町づくり等に繋
がっていけばよいことを再確認しました。

第３分科会
テーマ「もっと素敵にレクリエーション」
講師：南部 広司さん
参加者の感想
最初から笑いではじまり、最後まで笑いの分科会でした。
相手を思う気持ち、それが言葉になって伝わる。
そこから輪になって笑顔が広がる事を今一度勉強させて頂きま
した。これからも「一歩前へ」の心を忘れずにがんばります。

ボランティア愛ランド

参加者のみなさんと

予告
2019 年 愛ランド
9 月 28 日（土）
檜山管内江差町
江差文化会館（予定）

日
場
参
協

講師 大山 祐太 氏
北海道教育大学
岩見沢校准教授

時
所
加
力

平成３０年８月７日（火）９時３０分～１６時
岩見沢広域総合福祉センター
４７名
児童・生徒部会

テーマ 「体験しよう！アダプテッド・スポーツ」
～誰でも取り組めるスポーツ・レクリエーション～
中・高等学校の生徒を対象に、障がい当事者やボランティア活動者、様々
な分野で活動している地域活動者と共に、スポーツを体験しました。
アイスブレイク・自己紹介
（その場の雰囲気をなごます）

体験研修会を通しての感想







ボッチャ

フロアーバスケット



三角布の使いかた

フロアーカーリング

今回は車椅子での参加でした。
座って居る時の高さと立った時
の高さでは、目線がやはり違うの
で難しいスポーツもありました。
ブレーキをかけなければ、床の
物が取りづらかったりと色々大
変なこともありました。
周りの環境が変われば、なんで
もできると感じました。理解が増
えればどんどん変わっていくと
思いました。
今回の体験研修を通して思っ
たことは、体が不自由な方でも、
様々なスポーツを楽しむ事がで
きるとわかった。
今までは体が不自由な方は、そ
うでない方と同じくスポーツを
楽しめないと思っていたが、今回
の体験で違うと理解できた。
今回、私は四肢障がいを、体験
させてもらいました。
私は骨折することがなかった
ので片手を固定すると色々と大
変だと思いました。
良い経験になりました。また参
加したいです。
視力がないと、見えない以外に
恐怖も感じた。
スポーツ吹き矢

日程

平成 30 年 9 月 25 日(火)・10 月 2 日(火)

場所

岩見沢広域総合福祉センター・介護老人保健施設 北翔館

参加者

6名

二日間にわたり、認知症や身体的介護が必要になった家族等を、自宅において介護するために
必要な基礎知識・技術を学びました。男性の受講者もいらっしゃり、家庭における介護が、女性
だけの負担になるのではなく、男性も参加しなければ成り立たなくなってきていることを実感し
ました。岩見沢市の高齢化率は３４．７％で、３人に 1 人が 65 歳以上の『超・超高齢化社会』
ということで、「介護」が今置かれている状況も知ることができました。

講話

「在宅支援」～見守りと支援で支える在宅生活～
講師 岩見沢市ボランティアセンター
センター長 内海 泰子 氏

在宅で暮らし続けることを、余儀なくされる時代になっ
てきた現在、地域での人間関係作り、見守り、助け合いが
必要になってきます。ボランティアの心、おもいやりとや
さしさで協力者になって頂きたい。

講話 「在宅介護におけるセルフケアについて」
講師

岩見沢市社会福祉協議会
通所介護課係長

中川

雅樹

氏

介護疲れは、
「介護うつ」や「介護放棄」などを
引き起こしたりします。ショートステイやデイサ
ービスを利用して介護者の負担軽減を図ることが
大切。車いす介助・ベッドでの体位変換・誤嚥対
応の実践を体験しました。

体験

「介護に係るさまざまな福祉用具の体験」
講師

ニック株式会社北海道中央営業所

福祉用具専門相談員 山本 昌史 氏

ロボットが搭載された車いす、固まるポータブル
トイレなど最新の福祉機器を紹介して頂き、体験し
ました。

講話 「地域包括支援センターとは？」

施設見学 医療法人 北翔会
介護老人保健施設
車椅子操作も学びました
研修会のまとめ

グループごとの発表

「知って納得！備えて安心！介護保険」
北翔館

通所リハビリの方々と一緒に体操を
したあと、施設内を見学しました。空
知管内にはほとんどない大規模老人保
健施設(150 床)ということでした。
講座を受講して

講師

岩見沢市北地区地域包括支援センター

センター長 千葉

敬一

氏

地域包括支援センターは、介護予防サービス
の相談など高齢者に関する様々な相談を受け、
必要なサービスの提供、権利や安全を守る制度
の案内などをしてくれます。
車いすを押したり、座ってみたり。初めての

いろいろ体験したので、もし家族に何かあ
った場合、思い出して行動できると思います。

体験ができてよかったです。介護保険の話も知
らないことばかりで勉強になりました。

