
１０月１日から１０月１日から

赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動
がはじまります

〜赤い羽根共同募金運動は地域の福祉活動を応援します〜〜赤い羽根共同募金運動は地域の福祉活動を応援します〜

みなさまからよせられた善意の募金は、お住まいの地域の福祉活動や福祉施設の整
備に役立てられます。
みなさまの優しさや思いやりを募金という形でお寄せください。

みなさまからよせられた善意の募金は、お住まいの地域の福祉活動や福祉施設の整
備に役立てられます。
みなさまの優しさや思いやりを募金という形でお寄せください。
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生涯現役応援センター
～シニアのいきがいを応援します～

　「社会とつながりたい」、「職場や地域で活躍したい」、「人の役に
立ちたい」、「長年培った技能をいかしたい」、「健康でいきがいのあ
る人生を送りたい」、･･･そんな思いをお持ちのシニアのみなさま、
「生涯現役応援センター」へお越しください！

　岡山市社会福祉協議会では岡山市から委託を受け、高齢者が知識や経験をいかして社会
に貢献し、健康でいきがいのある豊かな人生を送れるよう「生涯現役応援センター」を９
月下旬にオープンします。

①受付・案内 ご利用の方法や支援の内容についてご案内します。

②登録・相談 ご利用にあたっては、登録が必要です。
これまでの経歴や特技、ご希望などを個別
にお伺いします。

③情報提供・活動紹介・活動者同士の交流
活動先等の情報を提供し、コーディネーターが活動
先との連絡調整を行います。

ご利用の流れ

センターの役割

　高齢者のボランティア相談・コーディネート、地域デビューの支援、セミナーの開催など

どのような活動があるの？

　現在約80ヶ所の事業所が活動先として登録されています。
　活動内容は、高齢者の生活支援と子育て支援など地域活動が中心
です。大半は無償の活動ですが、一部有償の活動もあります。就労
を希望される方には、ハローワーク等の関係機関を紹介します。

活動例

（児童施設） 児童とのふれあい、伝承遊び、裁縫、絵本の読み聞かせ、環境整備など

（高齢者施設） 利用者とのふれあい、話相手、レクリエーション、
演芸披露、環境整備など

まだまだこれから！お役にたちますよ！いきがい人生は･･･

頼りにされます

元気がでます

笑顔になります

楽しくなります

豊かになります

幸せになります

生涯現役応援センター（ひまわり福祉会館内）

電話：086‒222‒8619電話：086‒222‒8619電話：086‒222‒8619電話：086‒222‒8619

育児キャリアがキラリ☆

マジックでいきいき♪

至倉敷（旧２号線） 至大阪

市役所分庁舎

大供交差点

大供郵便局

トヨタカローラ岡山ほっとプラザ

大供郵便局

市役所

トヨタカローラ岡山

公園 ＰＰ

金辺商会

金辺商会

淳風会

ほっとプラザ

水道局ＪＡ岡山

至岡山駅

ひまわり福祉会館

岡山市社会福祉協議会
（岡山市保健福祉会館７階）

９月下旬オープン

バルーンアートで笑顔
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斎藤信義さん（76歳）　南区

ボランティアグループ
　　　　「南の魔女」代表

上平敏子さん（68歳）　北区

ふれあいサロン
　　　「サンサン」代表

岡山市社会福祉協議会無料職業紹介センターを設立しました岡山市社会福祉協議会無料職業紹介センターを設立しました岡山市社会福祉協議会無料職業紹介センターを設立しました
　平成27年8月1日に、厚生労
働省岡山労働局より無料職業紹
介事業所として許可をいただ
き、「岡山市社会福祉協議会 
無料職業紹介センター」を設立
しました。このセンターではこ
れから、生活困窮者自立支援相
談事業と連携して、すぐにお仕
事をすることが難しい方にも就
労訓練などの機会をもっていた
だけるよう取り組んでいく予定
です。

　仕事の第一線を退いた12年前から本格的
にボランティアを始めました。マジックの
不思議な世界に心を動かされ、見る人に夢
を与えたいと思ったのがきっかけです。福
祉施設や保育園・幼稚園等を訪問して、マ
ジック（手品）の披露をしています。観客
がマジックで笑顔になるのを見るとうれし

くなります。元気の
秘けつは、いろんな
人に会うこと。人に
会うといい刺激をも
らい、興味が広が
り、わくわくしま
す。夢は、出会う人
を笑顔にすること。

　ボランティアのきっかけは町内婦人部の
活動です。ふれあいサロン、近くの幼稚園
や保育園の行事のお手伝い、老人ホームで
生け花の講師、ホームステイの受け入れな
ど、できる時にできることをさせてもらっ
ています。町内の夏祭りでは若いお母さん
方と一緒におにぎり作り、毎月のサロンで
は昼食作りなど、み
んなで作りあげる喜
びや楽しさがありま
す。行事が終わる度
に心の充足感があり
ます。
　元気の秘けつは、
毎日感謝して喜びを
探すこと。

※事前申し込み不要・相談費用無料 お問い合わせ：0800-200-8730（フリーダイヤル）

平成27年10月15日（木）13：30～16：00 建部町老人福祉センター　和室

平成27年11月19日（木）13：30～16：00 西ふれあいセンター　3階　第2研修室

平成27年12月17日（木）13：30～16：00 御津老人福祉センター　1階　第1会議室

「岡山市寄り添いサポートセンター」出張相談のお知らせ「岡山市寄り添いサポートセンター」出張相談のお知らせ「岡山市寄り添いサポートセンター」出張相談のお知らせ

シニアの元気でまちを輝かせよう！

「すごい！」マジック
に歓声があがります

保育園に手作りお手玉
を届け園児とふれあい

No.117 おかやま社協だより 平成 27 年 10 月　　　（３）

この広報紙は共同募金の配分金で発行しています。　



岡山市社会福祉協議会　西大寺支部岡山市社会福祉協議会　西大寺支部

支部社協支部長あいさつ

　社会福祉協議会西大寺支部は13小学校区の緑の環境に恵まれた農工商地区であ
り、昭和44年に岡山市社会福祉協議会に合併編入し、現在47年目を迎えています。
　毎年7月に、上道・瀬戸の各支部と共同で、東区社会福祉大会を実施し500名以上
の参加があり盛大な催しとなっています。また、地域の皆さんと福祉の充実を目指
し、『ふれあいいきいきサロン』、『安全・安心ネットワーク福祉活動』、『学区ふれあい事
業』など、支部事業として実施し、地域福祉活動の支援を行うとともに事業の女性
を行っています。
　今後も、地域の皆さんが安心して暮らせる福祉の重要性を、地域の皆さんと協働
しながら、信頼を更に深め、地域福祉活動を盛り上げていきたいと思います。

岡山市社会福祉協議会副会長
社会福祉協議会西大寺支部

横山　洋支部長

支部社協
紹介

支部社協
紹介 人 口

世帯数

高齢化率

設立年

支　部　概　要

28.46％

27,094

65,495

昭和16年2月

人・地区活動紹介

東区社会福祉大会
　東区社会福祉大会とは、岡山市東区地域で高齢者
や子育て支援、健康づくり、生きがい活動など、さ
まざまな分野でご尽力された方々への表彰式です。
また、大会中は、東区管内の中学校の吹奏楽部によ
る演奏や地域福祉活動の向上のための福祉講演会を
実施し、この大会で東区の地域福祉活動に拍車がか
かればという願いの元で開催しています。

　今年は、７月４日（土）に西大寺緑花公園の百花プラザにて「岡山市東区社会福
祉大会」を開催しました。オープニングセレモニーには、瀬戸中学校の吹奏楽部
によるカラフルな音色による演奏から始まり、地域福祉に尽力された方々、団体
への表彰式、そして、就実学園理事長の千葉喬三
先生による講演と続きました。
　千葉先生には、「人と農」をテーマに講演いた
だき、社会の小さな単位は家族、農業は医学に勝
るなど、私たちの身近なことから専門的なことま
で幅広く学べ、とても充実した講演をしていただ
きました。
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学区のふれあいイベントで西大寺支部
や共同募金のＰＲをさせていただいて
います。

学区ふれあい事業

古都歳末もちつき大会

（12月）

とよふれあいまつり（８月）

幸島コミュニ
ティまつり

（11月）

朝日パンプキンまつり
（11月）

大宮桃太郎たなばたまつ
り

（７月）

古都高齢者ふれあい会食

可知ふれあ
い給食の集

い

雄神学区ふれあい給食

ふれあい給食
高齢者を対象に会食及び配食を行って
います。

敬老会
高齢者へ感謝の気持ちを込め開催して
います。

団体の活動支援
西大寺地域内の団体が行う地域福祉活
動を支援しています。

サロン活動
高齢者・子育て親子を対象に、地域で
のふれあいを目的として活動していま
す。

舟入町サロン（開成）

おーい元気会
（西大寺）

サロンすみれ（西大寺南）

政田学区敬老会

西大寺学区敬老会

太伯学区敬老会

古都の子どもを育てる会
「夏休みキャンプ大会」

西大寺地区更生保護女性会

「子育て支援活動（お菓子づくり・託児）」

西大寺地区老人クラブ連合会

「グランドゴルフ大会」

いきいきサロン元喜会（芥子山）
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第 2次地域福祉活動計画を策定しました第 2次地域福祉活動計画を策定しました第 2次地域福祉活動計画を策定しました

問い合わせ先
岡山ふれあいセンター　管理事業係
〒702-8002　岡山市中区桑野715-2
電話：086-274-5151　ﾌｧｯｸｽ：086-274-5100
Ｅメール　o-kouza＠mx.okayama-fureai.or.jp

主催 （社福）岡山市社会福祉協議会
（公財）岡山市ふれあい公社
岡山市共同募金委員会

　これまでの第１次地域福祉活動計画（平成24年度～平成26年度）に引き続いて第
２次地域福祉活動計画（平成27年度～平成29年度）を策定しました。この第２次地
域福祉計画は、「市民の参加と支え合いによる“だれもが生き生きと暮らせる福祉
のまちづくり”」を基本理念として、市民アンケートや地域福祉座談会で市民のみ
なさんからいただいた意見を反映して作成しています。
　詳しくは、ホームページにてご覧ください。 

　10月24日（土）、25日（日）の両日、岡山ふれあいセンターで家族そろって楽しめ
る“ふれあいまつり”を開催します。
　10月24日（土）は健康をテーマにしたイベント、10月25日（日）は、赤い羽根共同
募金をテーマにしたイベントを行ないます。
　小さなお子さまから、ご家族のみなさんで楽しめるイベントを企画してお待ちし
ております。

ふれあいまつりを開催します

百
間
川

百
間
川

新岡山港新岡山港岡山市中央
卸売市場
岡山市中央
卸売市場

おかやま
信用金庫
おかやま
信用金庫

岡山ふれあいセンター岡山ふれあいセンター

岡南
大橋

岡南
大橋

岡山県トラック
ターミナル
岡山県トラック
ターミナル

旭
　
川

旭
　
川

２
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45
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赤い羽根まちづくり助成金助成団体紹介赤い羽根まちづくり助成金助成団体紹介赤い羽根まちづくり助成金助成団体紹介
　市民の皆様にご協力いただいている赤い羽根共同募金を活用し、岡
山市をよくする福祉・地域づくり・防犯・環境などの様々な活動が行
われています。

　今回の助成金で購入させていただいたジャケッ
トを着用し、青パト６台で活動時間を変えなが
ら、不審者はいないか防犯灯が切れていないか、
また、夜間の校庭や園庭などに降り立つなど、目
に見えるきめ細やかな活動をしています。

団 体 名 平井学区安全・安心ネットワーク

活動紹介

　助成金でキャップを購入し、地域での児童・生徒
の登下校時の見守り声掛けに着用し、連携を強めて
います。年１回、会員と児童が一緒に「交通安全に
ついて」の講話を聞き、安全の大切さを再認識して
います。また、日頃の見守りや声掛けの「お礼の手
紙」を児童から頂き、活力になっています。

団 体 名 江西学区安全・安心ネットワーク

活動紹介

　助成金により、学区内行事の広報強化を行うと
共に、安全・安心でずっと住みたい福田をスロー
ガンに「のぼり旗」を作成しました。夏祭りで
は、会場周辺及びスタンプラリーのコースに旗を
掲げ、行事を盛り上げました。

団 体 名 福田学区連合町内会　福田学区の安全と安心をまもる会

活動紹介

　井田町内会の中央部に位置するJR吉備線沿い、
幅１ｍ長さ100ｍに、草花を植栽しています。美
しい環境づくりと地域社会の親睦を深める事を目
的に活動しています。町内並に道行く人の散歩道
になっています。

活動紹介

団 体 名 井田草花の会
せいでん

　故郷かいきの会では、白いエプロン　　　を着
用して、朝の掃除の時刻に合わせ自宅付近の通学
路で登校時の見守りの輪に随時加わります。
　回帰現象を願い他団体にも協力をしていきます。

活動紹介

団 体 名 故郷かいきの会
ふるさと
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《愛光苑デイサービスセンターで活動した中学生３人へインタビュー》

Q.夏のボランティア体験で活動してみていかがでしたか？

　今年度の夏のボランティア体験には1,000名を超える申込みがあり、
夏休みの期間を使ってたくさんの参加者が市内各地でボランティア活動
を行いました。参加者の声を少しだけ紹介します！

　社会福祉協議会で受付をしている「ボランティア行事用保険」は、申込みの際に「行事参加者の名簿」の備え付け
が必要となっています。参加者を把握することができない行事につきましては保険に加入することが出来ませんので
ご了承ください。

ボランティア行事用保険についてのお知らせ

　昨年も夏のボランティア体験で愛光苑に行き、すごく楽しか
ったので今年も参加しました。利用者のみなさんから、昔の地
域のつながりのことや戦争のこと、いろいろなことを教えても
らいとても勉強になりました。活動中、利用者さん達が私達の
名前を覚えてくれていて、下の名前で親しく呼んでくれた時は
嬉しかったです。

　一緒に歌った後に、利用者さんから笑顔で「また来てね」と
言葉をかけてくれたことに感動しました。私は福祉の仕事に興
味があって、デイサービスで働く職員さんが、ひとりひとりに
寄り添ってお手伝いをしている様子や明るく笑顔で仕事をして
いる姿がすごく印象に残りました。お姉ちゃんに誘われてボラ
ンティアに参加しましたが、とても楽しい活動になりました！

　職員の方が利用者さんのちょっとしたことに気付いたり、目
配り気配りをして声を掛けている仕事の様子を知り、自分の考
え方の視野が広がりました。また、ボランティアで何かの役割
をした時に頼られた嬉しさや、達成した時の充実感がありまし
た。期間中にたくさんの人とお話しできて楽しかったです。

（お問い合わせ）
ボランティアセンター 電話：086-222-8619

Eメール：volunteer@okayamashi-shakyo.or.jp

　今回の取材先の愛光苑デイサービスセンターの利用者の皆さんもボランティアと一緒に
なって楽しい時間を過ごしていました。

　ボランティア活動には、「色々な人との関わり」「心のふれあ
いを感じる」「初めての経験がある」等、たくさんの魅力があ
ります。みなさんもボランティア活動をはじめてみませんか？

２０１５ 夏のボランティア体験事業

体験者の声

（青木真由さん 中学３年生）

（入矢梨紗子さん 中学３年生）

（青木美華さん 中学１年生）
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内祝・香典返しなどにかえて福祉事業へのご寄付は岡山市社会福祉協議会へ



みんなで子育て！
ぐんぐん子育ち！

11月1日
（日）

場　所 ： 岡 山 ド ー ム
（仮称：岡山西部総合公園、岡山操車場跡地）

時　間 ： 10:00～15:00

主催 ： わくわく子どもまつりin岡山ドーム実行委員会・心豊かな岡山っ子応援団

岡山市・岡山市教育委員会・岡山市子ども会育成連絡協議会

岡山市PTA協議会・岡山市社会福祉協議会

遊びがいっぱい！楽しい情報がいっぱい！

子どもたちの笑顔と歓声が広がる参加型イベント！

青少年団体や子育てグループ、子育て支援グループが一堂に会して創る市民の「手作り」

のおまつりです。

パターゴルフ

もぐもぐ
キャッチ

地　図

※　写真は昨年のものです

あそびにきてね！

わくわく子どもまつり
in 岡山ドーム

わくわく子どもまつり
in 岡山ドーム
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