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こんにちは。高齢者のよろず相談窓口こんにちは。高齢者のよろず相談窓口
地域包括支援センターです。地域包括支援センターです。 いらっしゃい

府中町地域包括支援センター（ふれあい福祉センター 2階）

電話 （082）285-7290 ファックス （082）287-3467

＜お問い合わせ＞

講師
府中みくまり病院副院長

石橋 健一先生 
ものわすれ・認知症サポート医（オレンジドクター）

お待ちして
います無料

もしかして 認知症 !？
認知症サポーター養成講座＆安芸郡4町地域包括支援センター地域ケア研修会

昭和42年坂町生まれ。
平成3年広島大学医学部卒業
東京都多摩老人医療センター、瀬野川病院、マツダ病院、
平成16年より府中みくまり病院。平成23年より副院長。

専門分野：老年精神医学　
趣味：テニス、絵画鑑賞

～この町で安心して暮らすために～
２０１３（平成25）年６月２２日（土）
午後2時～4時
くすのきプラザ　大アリーナ

日 程

時 間

場 所

どなたでも参加できます!!

講座修了者には、認知症サポーターとして、
オレンジリングを差し上げます！

詳細は、チラシ等で
ご確認下さい！！！

　障がいのある方や高齢者など、災害時に1人では避難が困難な方が安全に避難するための「訓練」・
「学習会」をおこないました。

　障がいのある方が避難する際の介助のポイントに
ついて、また福祉避難所について学びました。
（福祉避難所については下記記載）

事前学習会2/17（日）

　介助者が障がいのある方の自宅へ
向かい、一緒に最寄りの一次避難所へ
避難しました。その後、福祉避難所とな
るふれあい福祉センターへと避難を行
ないました。
　避難経路は適切だったか？実際のサ
ポートで感じたことは？など実際に行っ
てみないと分からないことを多く学ぶ
ことができました。

避難訓練3/17（日）

　災害発生後、避難所生活が長期化するような場合、指定避難所での共同生活が困難な災害時要援護
者(高齢者や障がいのある人など特別な配慮を必要とする人)を受け入れる二次的避難所であり、指定
避難所の実態や必要に応じて開設します。最初から避難所として利用することはできませんので、まず
は指定避難所に避難して下さい。

福祉避難所とは…

「福寿館」「府中町ふれあい福祉センター」「府中町福祉の郷なないろ作業所」府中町内の福祉避難所
（平成25年4月現在）

障がいのある方、高齢の方、避難訓練に関心を寄せて下さった町民の方々、2日間延べ130名

自宅から避難所までの経路を確認する。避難する際の注意点について考える。
自分の周り（近所）の方と知り合いになり、いざというとき助けを呼べるような関係づくりを作る。

目　的

今回の参加者

支えあう
まちへ ～障がいのある人が安全に避難するために～

音楽を聴いて楽しむだけでなく、
演奏してみたい人のための初心者講座です。

新規受講生募集 5月2日スタート!!

シニアのためのピアノひろば生きがいづくりを応援します。

発表コンサート♪♪第6回

日　　時：毎月第1･3木曜日　午前9時～正午
場　　所：ふれあい福祉センター　5階　多目的室
初　　回：5月2日（木）午前9時～
参加資格：満65歳以上の方（初心者可）
参 加 費：1ヶ月500円（資料代として）
定　　員：５名
講　　師：ボランティア

日　時：2013（平成25）年4月6日（土）
開　演：午後2時～4時
場　所：ふれあい福祉センター 5階 多目的室

ピアノひろばを開設して7年たちました。
みんな一生懸命演奏します。
ぜひ聴きにいらしてください。

申し込み
問合せ

府中町社会福祉協議会(安芸郡府中町浜田本町5-25)　総務課 地域福祉係

平日午前8時30分～午後5時30分（土・日・祝日 休み）
電話：（082）285-7278　ファックス：（082）287-3467 さろんちゃん
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レクリエーショングッズ貸出のご案内
ふれあい・いきいきサロンやボランティアグループ、町内会行事などへ、レクリエーショングッズの貸
出を行っています。（無料） ここでは、その一部を紹介します。

・障害者（児）ご本人・ご家族への対応　・総合相談　
・障害福祉サービス等の利用相談・情報提供
・ケアマネジメント（サービス利用計画作成）を実施　

電話（０８２）236－3463　ファックス（０８２）287－3467
府中町地域活動支援センター  ふれあい相談支援事業所

支援内容

問
合
せ
先

府中町社会福祉協議会　総務課 地域福祉係

電　話：（082）285-7278
ファックス：（082）287-3467

●輪投げ ●スロービー（お手玉のせ） ●３段お手玉のせ

●さくらんぼ ●卓上ホッケー ●ジャンケンサイコロ

●スプーンゲーム ●ゲートボールセット ●思い出カルタ

その他、布絵本・布おもちゃの貸出も行っています。
必要な方はお問い合わせください。

障がい者が地域で生活するための相談を行い、自立した日常生活、
社会生活ができるよう支援いたします。相談支援

ふくしくん

電話・面接・訪問による
相談を行っています。

保存版

相談したいけれども身近に相談できる相手がいない方、必要な助言や関係機関との連絡調整を
行っています。秘密は厳守いたします。

平成２5 年度

ふれあい福祉相談日程表

種　類

会　場

相談員

法律相談（要予約）

弁護士

こどもなんでも相談

主任児童委員

一般相談

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

２６年  １月

２月

３月

５日・１９日

１７日・3１日

７日・２１日

５日・１９日

２日・３０日

６日・２０日

４日・１８日

１日・１５日・２９日

６日・２０日

１７日・3１日

７日・２１日

７日

日
　
程

民生委員児童委員
人権擁護委員
行政相談員

身体障害者相談員
※日によって相談員が交替します

12日

13日

14日

ふれあい福祉相談 無料
金曜日　午後 1:30～3:30

府中南交流センター １階 相談室
※3ヶ所で、行っています

【予 約・ 問合せ】
法律相談は、予約制（一組30分）です。
（相談回数には限りがあります）

府中町社会福祉協議会 総務課 地域福祉係
(安芸郡府中町浜田本町5-25 ふれあい福祉センター)

電　話：（082）285-7278
ファックス：（082）287-3467 

保存版

ふれあい福祉センター
4階 相談室

ふれあい福祉センター
4階 相談室

ふれあい福祉センター4階 相談室
くすのきプラザ ２階 会議室

１２日　（民生・人権）
２６日　（民生・行政）
１０日　（民生・身体）
２４日　（民生・人権）
１４日　（民生・行政）
２８日　（民生・人権）

２６日　（民生・身体）

  ９日　（民生・人権）
２３日　（民生・行政）
１３日　（民生・身体）
２７日　（民生・人権）
１１日　（民生・行政）
２５日　（民生・行政）
  ８日　（民生・人権）
２２日　（民生・身体）

27 日　（民生・人権）

１０日　（民生・身体）
２４日　（民生・人権）
１４日　（民生・行政）
２８日　（民生・人権）

２８日　（民生・身体）
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府中町ボランティアセンター
（府中町ふれあい福祉センター内）
〒735-0023
安芸郡府中町浜田本町5-25
電　　話（082）285-7278
ファックス（082）287-3467

府中町ボランティアセンター
（府中町ふれあい福祉センター内）
〒735-0023
安芸郡府中町浜田本町5-25
電　　話（082）285-7278
ファックス（082）287-3467

　クリエイトコミュニケーション代表　大下貴子先生に、ボランティアをする上
で大切な「コミュニケーションの取り方」というテーマで講演をしていただきま
した。
　「コミュニケーションの技術とは」・「心構え」・「相手に対しての質問の仕方」
など、分かり易く教えていただきました。

　点訳サークル「ますあけ」は、視覚障がいのある方へ広報誌
の点訳、利用者の希望に応じて小説や随筆の点訳を行なって
います。
　また、小学生を対象にした福祉体験学習等に参加し、地域に
点字の輪が広がるよう、日々活動しています。
　点字・点訳に興味がある方、初心者の方でも大歓迎です。

ボランティア協議会研修会を開催しました！

毎週金曜日 午前10時～正午
ふれあい福祉センター 4階 視聴覚室

 　家庭介護勉強会「ひまわり」は、参加者同士が家庭での介護の困りごと・悩み・体験談など、思いを共有し、より
よい暮らしに繋げていく活動をしています。
　家庭で、介護をしていく中で出てくる工夫や不安・愚痴等、気
軽に話し合いができる場をつくっています。日頃の思いを一緒
に共有してみませんか？

毎月第４金曜日 午前10時～正午
ふれあい福祉センター 4階 ボランティアセンター

 

　対面朗読「そよ風」は、視覚障がいのある方へ、対面での朗読
活動を通じて、日常の情報を提供しています。
新聞や希望される本などを朗読し、時には一緒に歌ったりと楽
しい時間を過ごしています。
　また、講師を迎えての朗読研修会を開催したりと、朗読技術
の向上を行なっています。
　対面朗読による「心のふれあい」を大切に活動しています。
　一緒に活動してみませんか？

毎週月・水曜日 午後1時30分～3時30分
毎月第2火曜日
ふれあい福祉センター 4階 ふれあい相談室

内　　容日　程

4月2日（火）

4月16日（火）

5月7日（火）

5月21日（火）

6月4日（火）

カフェカフェ
どなたが来られても
いいんです!（*^_^*）ぜひ、来てみてください!

場 　所 : ふれあい福祉センター4階　研修室
時　 間 : 午後1時～3時30分
飲み物代 : 100円（コーヒー、紅茶、その他）

＊喫茶　パソコン　囲碁　将棋　常設しています。

ザ・マジックショー

羊毛でつくる和菓子
　材料費500円（要予約）　持ってくるもの：裁縫道具

ミニコンサート
　アイリッシュハープの調べ
　出演：久保　ゆきえさん

万華鏡をつくろう！
　材料費：800円（要予約）　持ってくるもの：はさみ

ダンボールはたおりに挑戦！
　ダンボールに糸をかけてコースター作り
　材料費：100円（要予約）　持ってくるもの：はさみ

6月18日（火）

朗読劇と朗読
　朗読劇　「スーホの白い馬」
　朗　読　「瀬戸内の鬼」、「清兵衛と瓢箪」、「島ひきおに」
　出演：朗読の会「藍」

活動日
場　所

活動日
場　所

活動日
定例会
場　所

点訳サークル「ますあけ」
ボランティアグループ

家庭介護勉強会「ひまわり」
ボランティアグループ

対面朗読「そよ風」
ボランティアグループ

福祉体験への協力や
介護用品、伝言ノート、住基カードの

紹介もおこなっています。

 

興味を持たれる
話し方とは？
学んだ技術を
いざ実践！

　傾聴ひなげしの会主催で、話し相手ボラ
ンティア講座を開催いたしました。
　相手に気持ち良くおしゃべりしていただく
ためのコツを学び、今後の活動につなげて
いきます。

話し相手
ボランティア講座

開
講
!!

利用者募集中
視覚に障がいのある方…

点訳サービス・対面朗読サービ
スをぜひご利用ください。
対面朗読サービス利用の日程・
時間は、ご相談に応じます。

…
…
…
…

 …
…
…
…






