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第100号

まほろば「あいサポート運動」

〜障害を知り、共に生きる、地域社会を目指して〜

奈良県では、障害の有無にかかわらず、だれもが暮らしやすい共生社会を実現するため、まほろば「あい
サポート運動」を推進しています。
この運動は、①障害の内容、特性、②障害のある方が困っていること、③配慮の仕方やちょっとした手
助けの方法などを皆さまに知っていただき、実践していくことを目的にしています。
葛城市社協でも、
「あいサポート企業・団体」の認定を受け、この運動を推奨し手話奉仕員養成講座を
開催するなどの活動に取り組んでいます。
今号では、聴覚障害者との円滑なコミュニケーションをとるための基本的な手話の一部をご紹介させて
いただきます。

わたし

あなた
相手を
指差します。

人差し指で自分を
指差します。

ありがとう

ごめんなさい
額の前で指を摘ん
で、広げて手刀を
切ります。同時に頭
を下げましょう。

左手の甲に右手を
立てて当てて上げます。

手話は、基本的に右手で行いましょう。
今回ご紹介させていただいたものは、直感的
にもとらえやすい基本的な手話になります。
また、次号以降にも掲載させていただきます。

つながろう手話コラム

〜ネットで119番〜

私は生まれた時から耳が聞こえず、色々と困ったことがありました。数年前に主人が突然倒れて救急
車を呼ばなければならないという出来事がありました。たまたま、居合わせたのが娘だったので、すぐ
通報してくれて事なきを得ました。
この様な体験を通して、万一、自分自身が通報しなければならなくなった場合、電話による 119 番通
報は困難だと思い悩むようになりました。そんな時に知人から「スマートフォンなどから『N et 119』に
登録すると LINE のチャット（会話）みたいに 119 番通報が出来るよ。」と教えてもらい、消防署で登録
をしました。私のように耳が聞こえなくても『N et 119』というシステムが使えると思うだけで安心感
につながります。警察への通報もネットで『110 番アプリシステム』に事前登録しておけば出来ます。使
わないことが一番ですが、いざという時のために備えておきましょう。
市内在住
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ろう者

社会福祉法人 葛城市社会福祉協議会（かつらぎししゃきょう）

女性

令和２年度赤い羽根共同募金および
歳末たすけあい募金へのご協力ありがとうございました

〜奈良県共同募金会葛城市支会より〜

本年度は、コロナ禍の影響により活動に大きな制限がありましたが、皆さまの温かいご協力により、例
年と変わらないご支援をお寄せいただきました。葛城市支会にお寄せいただいた共同募金総額は
3,031,547円、歳末たすけあい募金総額は153,916円でした。この募金額をもとに奈良県共同募金会よ
り、共同募金は1,794,747円が、歳末たすけあい募金は全額が葛城市社会福祉協議会に配分され、ボラン
ティア団体への助成など地域福祉活動に活用させていただきます。
■共同募金
戸別募金
法人募金 ※2
学校募金
イベント募金
ガチャポン

1,902,655円
149,660円
124,154円
8,450円
12,500円

職域募金※1
募金箱 ※3
各種団体等 ※4
共同募金型自動販売機 ※5
個人の寄付※6・物品寄付・その他
合
計

※1

職域募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
葛城市役所、葛城市商工会、大和信用金庫

※2

法人募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
株式会社道の駅葛城、株式会社南都銀行新庄支店、医療法人興生会吉本整形外科・外科病院、
東洋アルミニウム株式会社、大和飛翔株式会社、薑保育園

※3

募金箱設置にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
オークワ葛城忍海店、新庄郵便局、疋田郵便局、忍海郵便局、長尾郵便局、道の駅ふたかみ
パーク當麻、株式会社道の駅葛城、寺口ファーム、南都銀行新庄支店、大和信用金庫新庄支店、
奈良中央信用金庫新庄支店、ティ・カンパニー、ホンダカーズ大和奈良葛城店

※4

各種団体の皆さま（順不同、敬称略）
葛城市新庄地区民生児童委員協議会、葛城市當麻地区民生児童委員協議会、葛城市ボラン
ティアふたば会、ゆうフレンズ会、手話サークル友情、健康づくり推進員協議会、葛城市更
生保護女性会、傾聴ボランティアあかり、サロン楓の木

※5

共同募金型自動販売機設置に協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
葛城市役所、株式会社道の駅葛城、医療法人興生会吉本整形外科・外科病院、JAならけん北
葛地区統括部、ホンダカーズ大和奈良葛城店、医療法人誠安会介護老人保健施設ぬくもり葛城
医療法人博愛会介護老人保健施設かつらぎ、株式会社駒井製作所、株式会社安川鉄工建設、
株式会社はしもと商店

※6

個人の寄付（順不同、敬称略）
植野軍二 井村邦彦 井上孝雄

111,398円
52,249円
84,250円
134,190円
452,041円
3,031,547円

■歳末たすけあい募金
法人募金 ※1
カレンダーバザー
職域募金 ※2
その他
合
計

28,840円
33,721円
74,019円
17,336円
153,916円

※1

法人募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
株式会社ワカクサ、吉村株式会社、阪神管理サービス、
株式会社高木包装
※2 職域募金にご協力いただいた皆さま（順不同、敬称略）
葛城市役所

あつめています！あなたの制服
不要になった制服、思い出のたくさんつまっ
た制服、眠っていませんか？
必要な誰かのために、ぜひお譲り下さい。
社協では、「もったいない気持ち」を育み、
子育て世帯の家計を応援するため、制服の
リユース（再利用）に取り組みます。みなさ
まのご協力をお願いいたします。

社協

総務課

☎（４８）３３７３／介護福祉課

☎（４８）６６３６／新庄事務所

〜リユース（再利用）の流れ〜
（譲りたい方）
葛城市内の小中学校の制服、体操服に限ります。
クリーニングまたは洗濯済みのもの（傷、汚れが
ひどいものはお預かりできません）
葛城市社会福祉協議会（ゆうあいステーション、もしくは新庄健康福
祉センター内社協新庄事務所）にお持ち下さい。
（譲り受けたい方）
ゆうあいステーションに、直接来てご覧ください。希望制服があれば
申し出てください。
問い合わせ 総務課 ☎４８−３３７３

☎（６９）９９０２
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SCのつぶやき

（生活支援コーディネーター）

リモート世代間交流♪
新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけ、特に重症化リスクの高いとされる高齢者関係のサービス事業所で
は、ボランティアさんや子ども達との交流など外部との接触の機会が長期にわたり中断されています。
それに伴い、高齢者は地域との交流の機会を、ボランティアさんは活動の機会を、子どもたちは交流によって
様々なこと（高齢者への理解、おもいやり、やさしさetc）を感じて学ぶ機会を失っています。
現在、葛城市社協では市内の幼稚園・保育園、福祉サービス事業所に声をかけ、ウェブ会議システムＺＯＯＭを
活用しての「リモート世代間交流」を企画・推進しています。
第１回目は令和２年１２月７日(月)に、はじかみ保育園とゆうあいデイサービスで実施しました。高齢者の方々は
初めてのリモート世代間交流に、少し不安な表情を浮かべておられましたが、大きなスクリーンに子どもたちが映る
と「かわいいわぁ！」
「元気がいいねぇ」と満面の笑みへと変わり、園児たちの歌が始まるとリズムに乗って手拍子
が始まりました♪
子ども達の元気な歌声だけでなく、画面を通して一緒に手遊びなど、とても楽しい時間を過ごすことが出来まし
た♪
音楽やダンスを一方的に「見る」
「聞く」だけなら動画配信サイトでも楽しめますが、双方向でリアルタイムに「つ
ながる」こと、掛け合いを楽しみ「同じ時間を共有」することは何事にも代えられません。
２月には２か所のリモート世代間交流が実施されるなど少しずつ広がっています！
（2/18 華表保育園：ウォームヴィラ新庄園 2/24 浄正院保育園：デイサービスぐりーん）
コロナ禍での新たなつながり方を提唱し、人と地域と活動をつなぐことで、笑顔あふれる地域づくりを進めてい
きます。ご興味のある方は、葛城市社協までお声かけください。
リモート世代間交流の動画です。
ぜひ、ご覧ください♪

12/7はじかみ保育園

ゆうあいデイサービス

新しい地域の居場所づくり：畑活プロジェクト

玉ねぎ・イチゴにマルチを敷きました
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１月に実施された協議体で畑活プロジェクトの正式名称が決
定しました！
「みんなの畑活はっぴぃ農園」です！
前号で案内していた、はっぴぃ農園
畑活プロジェクト紹介動画
に関するボランティア講座（仮称）に
ついては５月下旬に実施予定となり
ます。
詳細については、４月下旬に葛城
市社会福祉協議会のホームページに
掲載予定です。ご興味のある方は、
ぜひ、ご確認・ご参加ください。

ゆうあい通信の発行には、葛城市社協会費と赤い羽根共同募金の一部が活用されています。
社協だより
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社協（しゃきょう）は社会福祉協議会の略称です。

令和３年 ゆうあいステーション温水プール

春休みジュニア水泳教室開催！！

ゆうあいステーション温水プールでは、恒例の春休みジュニア水泳教室を開催いたします。集団活動
に慣れ、たくさんのお友達と楽しくプール教室に参加してみませんか。
水泳指導員がお子さまの泳力に合わせて、無理なく泳力アップを目指します。

日程

令和 3 年 3 月 30 日（火）〜 4 月 3 日（土）全５日間
対象コース
小学生 A

幼

児 A（Ｈ27/4/2 〜Ｈ29/4/1 出生）
小学生 B

幼

児 B（Ｈ27/4/2 〜Ｈ29/4/1 出生）

時間

定員

9：10 〜 10：20

30 名程度

10：50 〜 12：00

28 名程度

13：40 〜 14：50

30 名程度

15：10 〜 16：20

28 名程度

※2才児・3才児クラスは実施しません。
※対象コースは、令和3年4月1日からの新学年となります。
※受講料：１回 ８２０円

＜申込について＞

●申込書は、
ゆうあい温水プールにて設置しています。
●申込期間：令和 3 年 3 月 10 日
（水）
〜 3 月 19 日
（金）
午前 9 時〜午後 5 時
（3 月 14 日
（日）
・15 日
（月）
は除く）
●受講者の決定は
「市内優先・抽選方式」
で行います。
●受講決定は、
令和 3 年 3 月 23 日
（火）
、
プール掲示板と社協ホームページ
『http://katsuragi-shakyo.jp』
に掲載します
（電話でのお問い合わせにも対応いたします）
。
●抽選により、
受講決定された方は、
抽選控えを受講初日にプール受付に提出してください。
●受講決定は、
ご本人のみ有効となります
（他の方への譲渡はできません）
。
●定員に満たないコースは 3/23
（火）
より先着申込となります。
●問い合せ：温水プール ☎48-3354

【広報かつらぎ3月号：クロスワード解答】

※２重枠のキーワード
「アマビエ」

おかげさまで100号！
平成 16 年 10 月、葛城市の誕生と
ともに、
『葛城市社会福祉協議会』
とし
て発足し、広報誌
『ゆうあい通信』
を創
刊することとなりました。
皆さまの多
大なるご支援を受け、今号で第 100
号を迎えることができました。
今年度は、コロナ禍により様々な催
しが中止になるなど各所に多大な影
響がありましたが、これからも地域福
祉の推進のための情報発信の場とし
て、
より良い誌面をお届けします。

ゆうあいステーション休館日のお知らせ（毎週月曜日、月曜日が祝日の時はその翌日）
3月/1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）
4月/5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）
※新型コロナウイルスの拡大防止対策として各催しの中止や、臨時休館する場合があります。
ご来館の前にお電話か社協ホームページでご確認ください
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