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～健康長寿の秘訣～

会長

市川英俊

新年明けましておめでとうございます。日頃社協の活動にご支援、ご協力を
賜り誠に有り難うございます。昨年もコロナの影響で活動が制限されました。
今年こそ、コロナが終息しますように祈っています。
さて、昨年は式根島福祉健康センターがオープンし、はまゆう会と社協が活
動を始めました。昨年、たまたま、はまゆう会の「ディサービス」の活動を見学することができ
ました。利用者１０名程にスタッフ（職員）４名が付き、大きな画面のカラオケの歌に合わせて
楽しそうに身体を動かしていました。利用者は、昼食を頂き、お風呂にも入れるようです。スタッ
フの方々が色々と工夫しておられるのがよく分かりました。
ディサービスセンターで思い出すのが、以前見学に行った山口市の「夢のみずうみ村山口ディ
サービスセンター」です。民間が建てた施設で広いスペースに多くのメニュー（脳を活性化する
メニュー、手足を鍛えるメニュー、身体を鍛えるメニュー、身体を癒やすメニュー等）が用意さ
れ利用者は自分でメニューを選びます。粘土で焼き物を作る人、温水プールを歩く人、お料理を
作る人（片手の不自由な人のために、まな板に釘が打ってあり片手で魚がさばけるようになって
いました）
、四国八十八カ所のお遍路コースが出来ていてそこを歩く人、マッサージ室でマッサー
ジを受ける人、囲碁をする人、果実酒を作る人などメニューは２００近くあったように思いました。
途中でメニューを変えても良く、疲れたら休んで何もしなくても良いのです。昼食も用意され一
日を楽しく生き生きと過ごすことが出来ます。認知症の方が活動するコーナーもありました。何
台もの送迎バスで多くの人が通って来ていました。こういうディサービスセンターが新島村にも
出来たらいいなと思ったのです。それが今、規模は小さいですが出来て活動を始めたことに感謝
し今後の活動に期待しました。そして社協においてもこのような活動がボランティアセンターの
活動の一環として出来たらいいなと思いました。入浴などは出来ないにしても、趣味や特技を生
かしたメニュー、健康増進や認知症予防のためのメニューなど用意し、高齢者だけでなく若い人
も子供も交ざって楽しく活動出来る場所が出来たらどんなにか良いだろうと思いました。今後の
課題です。
高齢化の今、大きな課題は「健康長寿」です。健康で長生きするということです。病気をしな
いで明るく生き生きと長生きすることです。世界の最長寿圏で有名なコーカサス地方のジョージ
ア共和国はトルコに近い亜熱帯で気候温暖な地方です。この国の人は食物が自然で乳酸菌の発酵
食のヨーグルトを食べ、甘味は、蜂蜜からとり、肉はごく少々で野菜や果物、穀類が主体の民族
料理を食べています。生活は決して豊かではありませんが、
みんな心温かく豊かに生活しています。
１１２歳の方に「長寿の秘訣は何か」と尋ねたら「私はただ自然にしたがって生きてきただけで
特別なことは何もしていない。ただ先祖を大切に、長老を敬って仲良く生きてきただけだ」と答
えていました。新島にも美しい自然があります。先祖を大切にする伝統があります。世界の長寿
国に共通しているのはお年寄りを大事にし尊敬し、お年寄りに生きがいを持たせているというこ
とです。時にはお年寄りから助言を戴き、お年寄りは若い人の役に立とうとしていることです。
お年寄りが誇り高く生きる場があることです。健康長寿を目指す新島でディサービスセンターが
このような役割を果たせたらと思いました。
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車椅子体験＆高齢者体験

令和３年 11 月 11 日、新島小学校４年生２０名を対象に、高齢者疑似体験と車椅子の
体験学習を実施しました。装具を着けての高齢者疑似体験、車椅子の自走と介助の体験を
行いました。子どもたちの感じたことや考えたことを一部掲載します。この他にも沢山の
感想をいただきました。

【新井湊さん】
車椅子に乗って段差を上げてもらうのは怖かった
けど声をかけてもらうことで怖くなくなった。
【菊地絢乃さん】
車椅子に乗っているひとをケガさせてしまったら
どうしようと不安でした。

【小塩徹さん】
手伝うのはとても大変だけどとても大事な役割だ
と感じました。
【森瑠季明さん】
高齢者疑似体験では立っているのもしんどくなっ
て座ってしまいました。起き上がるのも大変でした。

●

心温まるご寄付をありがとうございます！

（令和3年

9/1〜10/31）

皆様からいただきましたご寄附は、高齢者や障がい者を対象とした在宅福祉サービスや地域福祉の
ために、大切に使わせていただきます。※バザー物品をご寄付いただいた皆様のお名前は従前より掲
載していないため、今回も省略させていただきます。皆様ありがとうございます。

大後
前田
北村
岩本
梅田

ご芳名
守
きく子
典和
惣吉
要

一 般 寄 附
地区
様
本村
様
本村
様
本村
様
本村
様
本村

寄附金
50,000円
100,000円
100,000円
10,000円
100,000円

ご芳名
山本 強
様
匿名
様
松島 祐子
様
前田 きく子 様

下記の方々から使用済み切手・テレフォンカード、
書き損じハガキ等をお寄せいただきました。
～皆様ありがとうございます。～
山本 強
梅田 信子
匿名
藤井 静枝

様
様
様
様

梅田電気設備工業株式会社
中田自動車
前田 光枝

物 品 寄 附
物品
地区
印紙
本村
未使用切手
本村
布
式根
車椅子
本村

◇お知らせ◇
ご寄附は、税金控除の対象になります。
当社協は、社会福祉法人格を有していま
すので、２ ,０００円超のご寄附の場合、所
得税の寄附金控除及び、個人都民税・個人
村民税の寄附金税額控除が受けられます。
様 控除額などの詳細についてや法人のご寄附
様 については、村役場税政係、芝税務署等に
様 お問い合わせ下さい。なお、確定申告の際
には、当社協発行の領収書が必要です。

令和４年１月１日
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介護予防生活支援事業について
配食サービス

食事を作ることが難しい高齢者などに対して、定期的にバランスのとれた食事を提供すると
ともに、安否確認を行っています。

２

外出支援サービス

ご自宅から診療所や保健福祉機関、生活に必要な場所への送迎をしています。本送迎サービ
スでは、車椅子移動車による送迎も承っています。

３

訪問相談サービス

ご自宅に訪問し、日常生活の困りごと相談をお受けするとともに安否確認を行っています。
体調の変化などに目を配って、状態の悪化防止につなげることを目的としています。

●

事務局職員採用について

【採 用】 10月11日 式根島事務局
臨時職員 池村理恵 新規採用

●

令和３年度

赤い羽根共同募金

募金総額

493,553 円

１０月１日～３１日の期間に実施しまし
た「赤い羽根共同募金」は、新島・式根島・

地区

若郷各地区婦人会の方々のご尽力と村民の

本村１丁目
本村２丁目
本村３丁目
本村４丁目
本村５丁目
本村６丁目
本村合計
若郷
式根島
総合計

皆様の心温まるご協力により、右表のとお
り多くの募金が集まりました。
この貴重な募金は、全額、大島支庁を経
由して東京都共同募金会に納付いたしまし
たが、新島地域の特養老人ホームや社協な
どの地域福祉活動を充実するためにも活用
されます。
改めまして、ご協力下さった村民の皆様

募金件数
54件
75件
97件
71件
64件
64件
425件
94件
200件
719件

募金額
49,000円
49,500円
66,280円
57,000円
51,900円
54,000円
327,680円
49,500円
116,373円
493,553円

並びに婦人会の皆様に厚く御礼申し上げま
す。

～ご協力ありがとうございました～
3
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車イス送迎車両を購入しました！

昨年の歳末たすけあい募金の一部を、老朽化し廃車になりました福祉車両（車イス送迎
用）の代替車両（中古・右記写真）の購入費に充てさせていただきました。昨年１０月に
は納車され、すでに多くの皆様に送迎でご利用いただいております。今後は、一日にでも
長くご利用いただけるよう日々大切に使用してまいります。
皆様方のご厚志に重ねて感謝申し上げます。

●

不定期ミニバザー

「もやいマーケット」

【新島のもやいマーケット】

開催中♪

【式根のもやいマーケット】

前号でお知らせしました、不定期バザーが開催中です！
感染症対策のため、沢山の人が来て下さった場合には外でお待ちいただくこともござ
います。入り口での検温、消毒、マスクの着用にご協力くださいますようお願い申し
上げます。物品の寄附に関しましては備蓄スペースに限りがありますのでご相談下さ
い。※バザー物品をご寄付いただいた皆様のお名前は従前より掲載していないため、今回も省略
４

させていただきます。皆様ありがとうございます。

令和４年１月１日第８号

～あなたとつなぐもやいの心～

ボランティアさん募集中

第８号

にいじまむら

ボランティアセンターより
～ボランティアセンターから新年のご挨拶～
ボランティアセンター長

植松

輝男

明けましておめでとうございます。昨年中は本ボランティアセンターにはご理解、ご支援をい
ただき、深く感謝申し上げます。今年一年が、皆様方にとって平穏で幸福な年となりますよう
心からお祈り申し上げます。
さて、皆様方におかれましても、昨年一年間も新型コロナウイルス感染症に翻弄された年で
あったのではないかと拝察いたします。第１波の襲来以来間もなく２年が経過しようしており
ますが、感染は未だ終息をみておらず、長期戦の様相を呈しております。この間社会は、大き
な変化を強いられており、仕事・学校・余暇等あらゆる場面において「密」を防ぐため可能な
限り「リモート」で行うことが定着しつつあり、一部には以前の生活様式には戻れない部分も
あるように見受けられます。一方で、こうした変化は、人と人との直接交流の機会を制限する
ものであるため、孤立化・孤独化が進んだ側面もあったと考えられます。
本ボランティアセンターにおきましても、方向性を模索していた一昨年に引続き、本格始動
を目指していた昨年もその影響により活動計画に様々な変更を余儀なくされました。本来であ
れば、一昨年当初から、都内関係機関での研修への参加や先進地での活動視察等を行い、運用
に関する知識・経験の研鑽、蓄積を行い、今後の新たな活動につなげて行く予定でしたが、コ
ロナ第１波、第２波とそれに対し発出された緊急事態宣言の影響により当初の計画を実行する
に至らなかったため、同計画を１年先送りする形で昨年を実施年として進めて行く予定でおり
ました。しかし、昨年も年明け早々から感染者数の急増により、緊急事態宣言が３回も発出さ
れるなど、一昨年以上に緊迫した状況となり、一昨年同様都内での研修や先進地視察といった
島外での活動が出来ずに２年連続で計画が実施出来ない結果となりました。
そうしたなか、島内での試行活動として一昨年来実施している「ひだまりサロン」についても、
１月から１０月まで休止せざるを得なかったのは、ボランティアの皆さんが定着して、一定の
形が出来つつあっただけに、非常に残念な思いを持っております。また、新島村社協で以前か
ら課題とされておりました児童福祉分野の手薄感の解消に向けて、夏休み中の小学生向けの工
作教室を、本ボランティアセンター登録のボランティアや高校生、大学生によるボランティア
を活用して実施する計画をいたしましたが、第４回目の緊急事態宣言発出により断念せざる得
ませんでした。その他にも社協では、９月以降新島は青葉会館、式根島は昨年供用開始となっ
た式根島福祉健康センターの一角をお借りして、放課後児童が気軽に立ち寄れる場所の提供を
試行しておりますが、密回避の制約のため本格実施に至っておらず、ボランティアによる活動
にまでつながっておりません。
社協では、昨年 11 月に３年間実施出来ていないバザーに代えて常設バザー「もやいマーケット」
を、先述の２施設において実施いたしましたが、その準備作業に本ボランティアセンターに登
録いただいている方々にご協力をいただきました。今後も、適宜本事業の運営に携わっていた
だけるようお願いしたいと考えております。
以上のように昨年を総括すれば、一昨年以上にコロナ禍が事業に影響を及ぼした一年でした
が、社協事業との協働による事業展開等では新たな可能性を感じた１年でもありました。
本年は、都内等ボランティア・市民活動センターとのセンター長会議や担当者会議の場を活用
し積極的な情報共有に努めるとともに、前述の事業も含め独自事業活動の計画・実施に取り組
んでまいりたいと存じますので、本年もなお一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

ボラセンだより

●

令和４年１月１日第８号

ひだまりサロン再開のお知らせ

令和３年１１月９日（火）よりひだまりサロンを再開しました。
毎週火曜日の１３時半～１６時頃（早く終わることもあります）に皆さん集まっており
ますので是非おこし下さい。送迎等必要な場合はご相談下さい。
興味のある方は買い物やダントウ（お墓参り）の帰りに立ち寄ってみて下さい。

【サロンの様子】

●

【利用者さん達の作品】

子どもたちの作品掲示について

昨年７月より配食サービスに載せてい
るメニューの数々を社協掲示板に掲載
しています。お子様やお孫さんの絵が
メニューになって配られていますので
是非見てお楽しみ下さい♪式根は他の
施設にも掲載しています。（今後、新島
も他の施設への掲示も考えております）

【新島の掲示板】

【式根島の掲示板】

