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尾鷲市から出場したチーム「ヤーヤにゃん」
第１回　赤十字救急法競技大会で
総合優勝しました！

尾鷲市から出場したチーム「ヤーヤにゃん」
第１回　赤十字救急法競技大会で
総合優勝しました！

・救急法競技大会･･･1　・ボランティアセンターより･･･2　・各係からのお知らせ･･･3　・赤い羽根お礼等･･･4

第１回　三重県赤十字救急法競技大会
主催：日本赤十字社三重県支部　　　　共催：三重県赤十字安全奉仕団
目的：参加者自身が日常生活における安全知識を高めるとともに、事故や災害時に、
　　　お互いが助け合いながら活動するための知識と技術を向上させること。
　　　さらに、参加者相互の交流を深め、ボランティアの連携を強化する親睦の場。
日程：平成 30年 1月 28 日（日）     場所：松阪市さんぎんアリーナ
内容：一般の部（高校生以上）
　　　※⑴応急手当競技　　①三角巾：８つ折り、本結びリレー競技
　　　　　　　　　　　　　②三角巾：応急手当、担架搬送競技
　　　　⑵一次救命競技　　心肺蘇生、AED
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みんなみんな
お疲れ様にゃお疲れ様にゃ

日本赤十字社について

◇ 使　命 ◇◇ 使　命 ◇

◇ 日本赤十字社の事業 ◇◇ 日本赤十字社の事業 ◇
①赤十字会会員の増強と活動資金の募集／②赤十字
の普及と広報活動の推進／③災害救護／④医療事
業・保健社会活動／⑤赤十字看護師の養成／⑥血液
事業／⑦救急法等の講習（各種講習：救急法・水上
安全法・幼児安全法・健康生活支援講習）／⑧社会
福祉事業／⑨赤十字ボランティア活動／⑩青少年赤
十字活動／⑪国際活動

わたしたちは、苦しんでいる人を救いたいという思
いを結集し、いかなる状況下でも、人間のいのちと
健康、尊厳を守ります。

◎日本赤十字社三重県支部
◎日本赤十字社三重県支部尾鷲市地区長

　　　　　　　　　　　　事務局

支部長

市　長
尾鷲市社会福祉協議会

野 呂 昭 彦

加 藤 千 速

尾鷲市ボランティアセンターです

平成 29年 3月に行った清掃・点検ボランティア活動を受け、平成 29
年 11月再びボランティア活動に従事していただきました。
前回の反省点やリコージャパン尾鷲事業所さんのアドバイスを受け、
当会で点検項目をわかりやすくした「チェックシート」を作成しました。
これをボランティアの皆さんに活用していただいた結果、前回以上に
実りの多い活動を行うことができました。
今回は尾鷲社協が経営するデイサービスいきいき・ホームヘルパー事
業所で使用している車椅子も点検してもらいました。
本当にありがとうございました。

赤十字救急法競技大会コメント赤十字救急法競技大会コメント
本大会は、尾鷲市からは、７月に行
われた講習会（赤十字救急法基礎講習・
救急員養成講習会に参加して講習を修
了した、尾鷲高校（３年）の小川愛永
さん、藤原愛子さん、宮地萌々花さん、
医療事務職員の西祐美子さん、社協職
員の玉置萌波の計５人でチームを組み、
チーム名を『ヤーヤにゃん』として、「思
い出作りに」をモットーに参加を決め
ました。
大会に向けての練習は、昨年 12 月
末から始め、社会人と学生で難しくは
あったのですが、みんなで時間を合わ
せて週１回 90 分の練習を計５回。練
習は、救急法指導員である髙山勝幸さ
んを筆頭に、中森和夫さん、堀口喜代
美さんのご指導の下で集中、かつ、わ
きあいあいと楽しく練習を積み重ねま
した。
大会当日は、全 14 チームが出場し
ていた中で、競技３部門のうち、「ヤー
ヤにゃん」チームは、『三角巾　８つ折
り・本結びリレー競技』の部門で金賞
を受賞。また、総合優勝もいただくこ
とができました！

リコージャパン尾鷲事業所さんが
車椅子の清掃・点検ボランティアをしてくれました
リコージャパン尾鷲事業所さんが
車椅子の清掃・点検ボランティアをしてくれました

（玉置）今回の大会に参加して、本当に
忘れられない素敵な思い出にな
りました。また、高校生の３名
は、それぞれ看護師や養護教諭
になることを目指されていま
す。本大会の経験が、みなさん
の今後の目標に向けての励みや
支えとなることを願っていま
す。そしてこれからも自信を
持って夢に向かって楽しく頑
張って欲しいです。救急隊の方
たちが到着するまでに自分たち
で「何かできることがある」こ
とを知っていることが、大切な
人や通りすがりの人など、全て
の尊い人の命を守ることに繋が
ると救急法を通して学ぶことが
できました。

（事務局）出場者の皆さん優勝おめでとう
ございます！！これを機に、尾
鷲市民の方に広く救急法講習会
の存在を知っていただき、多く
の方に参加していただきたく思
います。平成 30 年度も、尾鷲
市福祉保健センターにて赤十字
救急法基礎講習・救急員養成講
習会を予定しています。詳細に
つきましては、決まり次第ご周
知させていただきます。

とう
尾

習会
くく多く

く思く思
尾鷲尾鷲
十字十字
成講成講
細に細に
ご周ごご周

表彰式の様子表彰式の様子
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コーナーコーナー子育て子育て コーナー子育て

～ レンタルできます ～～ レンタルできます ～
☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート

☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート

帰省中の方や急に短期間必要になった・・・など
ご利用おまちしております。

３月・４月・５月の

おもちゃ図書館
３月・４月・５月の

おもちゃ図書館
 ３ 月 10 日土 ・ 26 日月
 ４ 月 14 日土 ・ 23 日月
 ５ 月 12 日土 ・ 28 日月

 ３ 月 10 日土 ・ 26 日月
 ４ 月 14 日土 ・ 23 日月
 ５ 月 12 日土 ・ 28 日月

場所　福祉保健センター　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半
場所　福祉保健センター　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半

障がいのある子も、ない子も、どなたでも遊びにきてください。
おもちゃ図書館の日はおもちゃが借りられますよ♪

障がいのある子も、ない子も、どなたでも遊びにきてください。
おもちゃ図書館の日はおもちゃが借りられますよ♪

（総務・福祉係：２２－３２４６）

あなたの周りで
お困りの方は
いませんか？

視覚障がい者
生活訓練事業
のお知らせ

～日常生活自立支援事業について～ （尾鷲市障害者社会参加促進事業）

○予約の無い日は
　児童コーナーを
　自由開放しています♪
　開放日はツイッターで
　お知らせしています！

○予約の無い日は
　児童コーナーを
　自由開放しています♪
　開放日はツイッターで
　お知らせしています！

どんな人が対象となるの？
認知症高齢者や知的・精神障がい者などで判断
能力が低下した方が対象となります。手帳（療育
手帳・精神保健福祉手帳等）を持っていなかった
り認知症の診断を受けていなくても利用できま
す。ただし、本人との利用契約となりますので、
本人が拒否している場合は利用できません。

どんなサービスが利用できるの？ 
● 福祉サービス利用援助
福祉サービスを利用するために必要な手続き
や利用料を支払うお手伝いをします。

● 日常的金銭管理サービス
預貯金の出し入れや公共料金等を支払うお手
伝いをします。　

● 書類預かりサービス
大切な通帳や証書等をお預かりし、貸金庫で
保管します。
※利用料金がかかります（但し、収入により減免する制
度があります）

【相談窓口】

生活支援係（福祉保健センター 1階）
電話：0597－23－3877（直通）
月曜日～金曜日（8：30～ 17：15）
（年末年始・土日祝を除く）

【問合せ先】
紀北地域障がい者

総合相談支援センター結
電話：22－3170

<どんな事業？>
視覚に障がいを持った方は、家庭や社会生活で
様々な制約を受けます。訓練を受ける事で、それ
らを克服し、視覚障がい者の社会参加の第一歩へ
のお手伝いをします。

<どんな人が対象？>
対　象　者…市内在住で、視覚障がいの身体障がい

者手帳をお持ちの方
実施方法…視覚障がい者支援の専門職である歩行

訓練士による訪問訓練
訓練期間…毎月１回　１回１時間

<どんな訓練をするの？>
歩行訓練…白杖を使った外出訓練
生活訓練…調理・掃除・買い物・裁縫等の日常生

活訓練
コミュニケーション訓練…点字・パソコンの訓練
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善意銀行
平成29年 9月1日から平成30年 1月31日までに

ご寄付いただいた方です。(順不同 )

ありがとうございました

愛唱会
尾鷲キリスト教会
元・小川町すず虫自治会
匿名
　　合　計

【物品寄附】
匿　名
匿　名
匿　名

様
様
様
9件

20,000 円
　5,000 円
7,411 円
94,905 円
127,316 円

　車椅子
切手

テレフォンカード

皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。させていただきます。
皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。

倉ノ谷地区福祉委員会に
よるクリスマス会の様子

●東日本大震災義援金
 これまでの総額 51,502,474 円
●熊本地震災害義援金
 これまでの総額 4,991,591 円
●台風 21号三重県災害義援金
 これまでの総額 54,450 円
●平成 29年７月５日からの大雨災害義援金
 これまでの総額 20,115 円
●秋田県大雨災害
 これまでの総額 10,000 円

●東日本大震災義援金
 これまでの総額 51,502,474 円
●熊本地震災害義援金
 これまでの総額 4,991,591 円
●台風 21号三重県災害義援金
 これまでの総額 54,450 円
●平成 29年７月５日からの大雨災害義援金
 これまでの総額 20,115 円
●秋田県大雨災害
 これまでの総額 10,000 円

【赤い羽根　　共同募金】

Q：集めたお金はどうなるの？
Ａ：尾鷲市で集まった募金の内80％は、翌年度尾鷲市に返ってきて、様々
な事業に使われます。残り 20％は､三重県内で市町を超えた広域的な
活動（災害ボランティアセンターの運営を支援する「災害等準備金」等）
に使われます。

Q：尾鷲市での赤い羽根の使い道は？
Ａ：例えば、、、
　　・高齢者の見守りやふれあい活動でサロン、訪問等の福祉活動をされている地区福祉委員会

への助成金事業。
　　・子育て支援事業の、子育てグッズ貸出の維持費として活用。など、その他の高齢者・障がい

者・子育て家庭を含むすべての尾鷲市のみなさんの安心したまちづくりに有効活用します。

平成 29年度も災害の多発する年となりました。
日本赤十字社では、お寄せいただいた義援金を、義援金配
分委員会を通じ、全額被災者の方々へお届けしています。
皆様の温かいご支援、誠にありがとうございました。

３，０２２，７００円
今年度目標額

 ２，７４５，６４８ 円
募金総額

みなさまからの尾鷲市を想った温かいご協力、誠にありがとうございます。みなさまからの尾鷲市を想った温かいご協力、誠にありがとうございます。
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あいしょうかい

こがわまち

平成 29年度
日本赤十字社　義援金報告
（平成30年２月 15日時点）

平成 29年度
日本赤十字社　義援金報告
（平成30年２月 15日時点）

ホームページを
リニューアルしました！
ホームページを
リニューアルしました！

Twitter はじめました！Twitter はじめました！

ＴＯＰページでヤーヤにゃんがお出迎えしてくれます。
一部の申請書などもこちらでダウンロードできます。ぜひご覧ください。
ＵＲＬ：http://www.owasewel.com/

ＴＯＰページでヤーヤにゃんがお出迎えしてくれます。
一部の申請書などもこちらでダウンロードできます。ぜひご覧ください。
ＵＲＬ：http://www.owasewel.com/

社協の情報発信の場として、Twitter をはじめました。
Facebookのように、ヤーヤにゃんのことや、サロンの様子、
行事のお知らせに加え、児童コーナーの開放状況や
ボランティアさん募集についてもつぶやいていきます！
たくさんの人に見てもらえれば幸いです。フォローしてね♪
アカウント：尾鷲市社会福祉協議会　（＠owase_syakyo）
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