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<船見町第一在宅福祉零員会>

-平成3年8月設立

.委員数...28名

.訪問安否世帯数

・・ 54世帯

一関藤弘委員長

~零員長6"ひとごと~

当委員会では、比較的高齢の方々に訪問、声かけ

を担ってもらっています。高齢の委員は自分が声か

けをしてほしいのだがと言っています(^ ;̂) 

現在の悩みは、若い委員がなかなか男つからない
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0 ふれあい訪問 声かけ、安否確認、相談等

0 家事援問 除雪サービス、資源回収手伝い等

O 茶話会 年2回 (平成25年度実施)

毒季:西聾察署生活安全課憾の講話

悪徳商法、振込め詐欺、交通安全等

秋季:粟製薬会社様の出前講座

メタボリツクシンドローム対策について

O 自主研修会年2回勉強会・施設見学

0 町会行事との連携

敬老祝い、生き生き健康体操、新年会等

。必須事業である訪問声かけを塁本に活動。

。訪問しても会ってくれない方、認知症の症状の方
などの対応について、報告、連絡、相談を定例会を
活用レ情報を共育している。これから増えるであろ
う種々の高齢者対策に、在宅委員会等のボランティ

アで対処していけるのかということを話し合い、地
域 (私たち)でできることを模索している。

<中道第二在宅福祉零員会>

-平成3年4月設立

-委員数...22名

-訪問安否世帯数
• .・46世帯

長岡幸策委員長

~零員長6'1ひとごと~

平成23年に前任より委員長を引き継ぎ、まだ未

熟な委員長です。町会役員や民生委員を兼任してい

る福祉委員で構成されています。対象者に声を掛け、

安否在確認し、地域の高齢者の皆さんが安It，¥して楽

しく過ごす事が出来るよう委員一同活動しています。

護←会飴①様予 葺

巴霊童盛劉盛岡

o 1'5¥れあい訪問声かけ、安否確認、 相談等

O 家事擦問 除雪サービス

0 会食会 年4回

O 自主研修会 ~2回(平成25年度実施)
-施設男学、外部講師による講演、

事業内容の意見交換等

春季 ・身障者等の救護活動について

秋季 :健康についての禽材選ぴ
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。町会、 民生委員と連携を図り、安ID¥して楽しく過

ごせる地域づく りに努めている。

。近年は施設入所や高齢者住宅入居のため転居する
高齢者が増え、対象者は減少傾向にある。 今後の委

員会活動の方向性について検討している。

~今回は2つの委員会をご紹介しました。これからも随時ご紹介していきます。~



ご家族を介護している介護者が集まり、学習
や懇談、交流を通じリフレッシュを図ることを
目的として開催し、 7月が15名、 11月が16名
の参加をいただき交流を深めました。介護状況
はさまざまでも、参加者同士の情報交慣や、介
護経験者からのアドバイス、時間の使い方の工
夫など話し合いました。 IC¥身の疲れを癒したい
方は是非一度参加してみてください。

桔梗町lこある「小規模多機能ホームゅう」施設

見学、 小規模多機能のしくみを学んだ後、ホテル

秋田屋で昼食、懇談、温泉の日程で、 1日リフレッ

シユしましだ。

)昼食・懇談中f
--，r-で〉

国立病院機構函館病院の伊藤院長の講演「笑いの

医学的刻用」を聞き、笑うことは島体|こ良いという

ことをしっかり学び、続いてグループ|こ分かれて懇

談会。交流会では、はこだて J・J• J¥'ンパンさんの

演奏と歌で、リラックスモード|こ。参加者同士、い

ろいろな話を聞けてよかっ定、ま定明日から頑張ろ

うと思つだとの声もあり、雪が積もつだ寒い日でし

だが温泉でホッとし、あ左足かい交流もできまし定。
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講演で学んだ「笑い
の医学的効用j少し
だけご紹介。
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よく笑う人は健康|こなります。 i笑いの力」でこころちからだそう健康!こ。

こんなlこもある笑いの健康効果。笑った後!こ次のような効果が確認されています。
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-ガン細胞などと戦うナチユラルキラー細胞の活性がアップしだ。(免疫力のアップ)

・食後の血糖値の増加が抑えられだ。(糖尿病の予防・改善)

・リラックスのだめ|こ働<副交感神経の働<、副交感神経の活性がアップし、ストレスホルモ

ンが消え芝り、脳波ガリラックスしだ状態、!こなつだ。(こころの健康)

・脳の血流が増え、脳内のやる気がでるホルモンや癒しの定めのホルモンの分泌量が増えだ。

(活力やこころの健康、認知症予防)

・血圧が落ち着き、血液の循環がよくなった。(心臓病・脳卒中予防など)

.........など

笑いの効果のすごいところは、これらの効果が笑いのすぐあと|こおきだことです。

これだけ速<効き、効果があり、いつでもどこでもできて、しかし費用はかからず副作用が

なく気持ちいい薬はほかlこはありません。
国立病院機構函館病院院長伊藤一輔氏監修のパンフレットより掻枠

~最近笑っといちいというこ~eslこ気コくこ:!eslδ窃りきゼんガ?笑いき意識ωc過ヨωc
δte::1δいガガCuδうガ~ _._.-._._.ー._._._..J
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.対象となる方.
在宅で生活をしている高齢者および障がい者で、寝たきりもしくはそれに準じた状態で、理容居や

美容屈に出向くことが困難な方。 (サービスが実施できる在宅福祉委員会が組織されている地域に居

住している方に限ります。)

.サービス内容・料金.

・理容サービス~調髪、顔剃り 3，000円

・美容サービス~カット、ブロ- 3，500円

.助成金額 ・回数.
・助成金額r-J1回 1，500円

-朋成回数r-Jl年度4回まで

.申請方法等.
-お住まいの地域の在宅福祉委員会からの申請となります。詳しくは社協地域福祉係(TEL23-2226)
までお問い合わせください。

-理容組合および美容組合に加盟している業者が訪問いたします。

._._.圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃圃・園田・・・・・園"圃圃・圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃圃._.~

よ守 ヂ内戸ベ吾晶画ーしIBj~炉電々島 a血管f守畏;7十崎if~tX々 一平成Z5年10日1日現在一

《在宅福組委員会とは》
町会地域ごとに設置していただいている組織で、町会役員や民生児童

委員等の地域福祉に理解のある方々で構成され、ボランティアで活動し

ていただいている組織です。

訪問安否確認サービスを塁本とした活動を行い、委員の方々と地域住

民とが連携し、 高齢者や障がい蓄が、その住み慣れた地域で安/1)して暮

らせるよう手聞けをします。

《対象となる方》

1 24委員会

。 在宅福祉委員数く>

2，128人

-概ね65歳以上の単身世帯や夫婦世需などの高齢者世帯。

.障がい者のいる世帯。

《提供するサービス》

【必須サービス}

。訪問安否確認サービス (5，788世帯)

週1回程度訪問し、安否の確認や孤狙感の解消を図ります。

【選択サービス]

0家事援問サービス (522世帯)

一時的に必要となる身の回りのお世話をします。原則として、介護保険等のサービスと重複しないサー

ビスを提供します。

0会食会 ・茶話会 (4，426人)

町会館等を活用し、対象者に足を運んでいただくことで、弓|きこもりの防止や孤独感の解消を図ります。

O訪問理容美容サービス (19人)

外出が困難な寝たきり等の高齢者や障がい者の自宅ヘ、理容師または美容師が訪問します。


