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会食会のお知らせ 

『夏の体験ボランティア in 三宅島 2015』の参加申し込みを受付しております。 

夏の体験ボランティアでは、より多くの人たちと関わりを深め三宅島の福祉や地域社会への関心を

高めてもらうとともに、新たな出会い・気づきを得たり、地域理解が深まることを目的としています。 

募集詳細や活動先詳細について記したチラシは、各活動先機関・三宅村役場・三宅支庁・三宅村

立三宅中学校・都立三宅高校・社協事務局などに配置しています。 

 

7 月 18 日（土）開催です！ 

 会場     伊豆避難施設 
 時間     10 時～14 時 
 参加料     500 円 

 申し込み先 
  三宅島社協 
（℡ 5－7051） 

 送迎の車に定員がありますので、予約は 

7 月 9 日（木）までに社協（担当：石塚） 

まで電話予約をお願いします！ 

 

～ メニュー ～ 

グリンピースごはん 
豚肉のしょうが焼き 

トマトときゅうりのマリネ 
ナスの煮びたし 

おみそ汁 
デザート 

うきうき 

夏ごはん 

『夏の体験ボランティア』 参加者募集中です！ 

▮ 実施期間  7月 18日（土） ～ 8月 29日（土） 

▮ 募集期間  7月 9日（木）まで 

▮ 申し込み方法 「参加申込書」に必要事項を記入し、事務局へ提出をお願いいたします。 

※申込書は村立三宅中学校、都立三宅高校、社協事務局にて配布しています。 

今年も様々な関係機関のご協力をいただき、「夏の体験ボランティア」の活動先が決定しました。 

▮ 高齢者福祉関係  … あじさいの里   ▮ 児童福祉関係 … 三宅村立みやけ保育園 

▮ 障がい者福祉関係 … 地域活動支援センター「いぶき」 

▮ 環境関係     … 三宅島自然ふれあいセンター「アカコッコ館」 

▮ その他      … 三宅村商工会「マリンスコーレ」、三宅島観光協会 

お問い合わせ等は、社協事務局（5-7051）FAX（5-7054）担当：吹田までご連絡ください。 



  

今年も「三宅島福祉まつり」を開催します。 

今年のテーマは「感謝！そして元気の発信！」。 

帰島１０周年の今年、一歩一歩復興を進める島 

の現状を島の内外に発信し、避難中、私たちを 

支えてくれた支援者の方々に、島の元気をお届 

けします！そして、私たち自身も新たな交流と 

支えを感じながら、一日を思いっきり楽しむ 

「福祉まつり」とします。 

 

 

 

～子どもからご高齢の方まで楽しめる～ 

 

昨年同様、島民フリーマーケット、子供ラン 

ド（段ボール迷路・ボールプール等）、お楽し 

み抽選会やステージ発表、写真展などを計画し 

ています。尚、社協だより８月号にて、フリー 

マーケットやステージ参加者の募集のほか、福 

祉まつりの運営を支えてくれるボランティア 

さんの募集についてお知らせする予定です。 

 

～ 物品の寄付を受け付けています ～ 

 

現在、フリーマーケット用物品の寄付を 

受け付けております。ご家庭で不要となっ 

た品が有りましたら、ご連絡ください。尚、 

品物の状態によっては、受け取りをご遠慮 

させていただく場合もございますので、予 

めご了承ください。社協ブースでの売り上 

げにつきましては、社協の自己財源として、 

地域の為、大切に使わせていただきますの 

で、ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

第 13 回 三宅島福祉まつり 

「この秋、帰島 10 周年記念」を開催します！ 

～ 感 謝 ！ そ し て 元 気 の 発 信 ！ ～ 

 



 

 

  

いぶきだより 
 

地権事業通信 

６月のいぶきは、梅雨空の天気を気にしながら室内での作業が中心となりました。さをり織や

手織り機を使った織物は、利用者それぞれが上達してきていて、オリジナルの織り方まで登場し

ています。色使いも個性豊かで、その良さを最大限に活かした仕上げ作業にはとても苦労します

が、その分、出来上がった作品は良い物が出来ています。 

また、定番商品として製作してきた貝のストラップですが、これに加え、「木片」を使った新し

いストラップ製作を始めました。夏の観光シーズン前に何とか間に合うと良いのですが、焦らず

やっていきたいと思います。 

指編み用のリングも届き、室内作業は充実しています。７月は熱中症に気を付けながら、外作

業も頑張りたいと思っています！ 

「やめられない」と思う習慣はありませんか？それが自分の生活や健康によくないことが起こ

っていたら依存症かもしれません。 

依存症はある習慣に「ハマっていく」ことにより不利益を生じ、自身もわかっているのにもか

かわらずやめられない状態、その中でも極度の状態のことをいいます。アルコールや薬品、ニコ

チンといった物質によって快感を得る依存症があれば、ギャンブルや買い物、浪費、社会的逸脱

行為（窃盗などの犯罪）といった行動によって高揚感を得る依存症もあります。 

依存症は習慣化しエスカレートしてしまうことが多く、やがてコントロールが効かなくなって

しまいます。さらにはその依存の対象が無いと自分が保てないような不安感にとらわれてしまう

こともあります。 

依存症は意志の強さ・弱さにかかわら

ず誰にでも起こりうる心の病気です。 

一人で抱え込まずに家族や友人、福祉 

関係者と協力して適切な治療や支援を受

けることで回復をはかれます。 

また都内をはじめ全国各地で、依存症

に悩んでいることを相談しあったり、 

依存症から回復するためにどのようなこ

とをすればいいのか話し合ったりする

様々な「自助グループ」が活動していま

す。周囲に相談はできないが同じ悩みを

持った人なら相談しやすいという方も 

参加しており、匿名でも参加が出来ると

ころが大半です。 

気になる事やお問合せなどございまし

たら、社協などのお近くの福祉団体や 

各自助グループまでご相談ください。 

依存症と自助グループ 

自助グループ例 

匿名で参加できるグループが多いことから、 

アノニマス（匿名グループ）とも呼ばれています。 

・ 特定 NPO法人 東京断酒新生会（断酒会） 

アルコール依存症自助グループ 

 （ Tel 03-5624-0318 ） 

・ JUST（日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン） 

トラウマなど情緒的問題を抱えた人たちのため

の自助グループ 

（  Tel 03-5772-2171 ） 

 他にも GA（ギャンブルアノニマス）といったギャンブ

ル依存症の方々による自助グループなど様々な自助

グループが都内で活動されています。 



  

島しょ社協連絡協のお知らせ 

 平成27年6月に下記の方々より寄付金をいた

だきましたので報告いたします。 

 ご厚志誠にありがとうございます。いただきましたご寄付は島の福祉充実の為に大切に使わせ

ていただきます。 

齋藤 朝江 様から 故 池田 雅彦 様の御遺志より  地域福祉推進のため。 

木村 幸枝 様から 故 木村 幸雄 様の香料より  高齢者福祉推進のため。 

津村 さく江 様から 故 津村 晋 様の香料より 社会福祉協議会運営のため。 

坂口 貞義 様より  高齢者福祉推進のため。 

替地 哲 様より  故 替地 千穂子 様の香料より 訪問介護事業推進のため。 

筑波 正人 様より  故 筑波 榮一郎 様の香料より 社会福祉協議会運営のため。 

 7月 9日（木）と 10日（金）、島しょ部の社協

が情報交換や研修を合同で行う島しょ社協連絡協

議会（島しょ連絡協）が八丈島にて開催されます。

当日は役員の方々と事務局職員も参加する為、事

務局での対応が手薄となり、電話などの対応に支

障をきたすことが予想されます。 

地域の皆様にはご不便をおかけすることがある

かと存じますが、ご理解いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

 

平成２7年度 助成金交付状況報告 

 三宅島社協では、地域を活性化する住民活

動や地域福祉推進を目的とした自主活動 

及びボランティア活動に対し助成金を交付

しています。 

 平成２７年度助成金について右記 7 団体

へ交付しましたので報告します。 

団体名 交付額 

三宅島ハモニカサークル 50,000円 

三宅島フリークライミングクラブ 50,000円 

三宅島ゲートボール連盟 50,000円 

三宅村立三宅中学校 50,000円 

三宅島バドミントン連盟 50,000円 

三宅島剣道連盟 30,000円 

三宅村立三宅小学校 50,000円 

なお、助成金事業の予算残高が 20,000 円

となっていますので、助成金を希望される団体

はお早めに事務局までご連絡ください。 

 

△ 平成 25年度島しょ連絡協議会の様子 

寄付金のお知らせ 



  

 

  

使用済み切手の回収ボランティアにご協力いただきありがとうございます！ 

 第 3回『かめりあ』福祉車両編を 6月 5 日（金）

午前 10時より「いぶき」（坪田小学校 1階）にて

行いました。今回は、福祉車両を利用する際の注意 

点や乗降時のポイントなどを説明しながら、車イスから福祉車両への乗降や車イスに乗ったままの試

乗体験を行いました。体験した方からは、「安心して乗れました。」との感想が聞かれました。また、

介護する側、介護される側のどちらも身体的精神的な負担の軽減が図れるように乗降時や車イスへの

移乗の際に有効な介護アイテム（移乗シート、介助ベルト）を展示しました。 

『かめりあ』では持てる福祉情報を発信し、地域住民による～支え合う福祉の輪～へとつながること

を目指しております。 

『かめりあ』レポート 

次回の『かめりあ』は、9 月 4日（金）に開催予定です。内容などの詳細が決まり次第、お知ら

せいたします。また、「こんな内容をやってほしい」等のご要望・ご希望などありましたら、事務

局までご連絡ください。（担当：吹田 ℡5-7051） 

 三宅島社協では事務所にて使用済み切手の収集箱を設置

しております。今回集められた切手は、日本キリスト教海外

医療協力会（JOCS）で取りまとめられ、発展途上国に対す

る医薬品や医療器具の供給、その他の物資の援助、医療従事

者の派遣費用に使われる他、人材育成の資金にも使われてい

ます。また、国内では知的障がい者問題の社会啓発の一環と

しても使われています。 

 JOCS の他にも使用済み切手を募集している団体は多数

活動しており、他団体にも送付していく予定です。 
 

使用済み切手の切り取り方 

切手は消印を切り取らないで、切手と消印を合

わせて切り取ってください。 

（何枚かまとめて貼ってある切手はまとめて 

切り取ってください） 

 

使用済み切手が「ご寄附」に変わるまで 

1、地域の皆さまのボランティアで集まりました 

使用済み切手を、NPO や社会福祉法人に送付

します。 

2、届け先の団体にてボランティアによってキロ 

ボックス単位で分類されます。 

3、分類された使用済み切手は日本や海外各国の 

切手収集家が購入します。 

4、換金された代金はそれぞれの団体の非営利活動

等に充当されます。 

 三宅島社協では使用済み切手や書き損じはがきを取りまとめ、福祉活動を行っている団体へ送付し

ています！ご自宅にございましたらぜひ事務局までお持ち寄り下さい！ 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

帰島 10周年記念 

第 21回ふれあいらんど三宅島マリンスコーレ 21フェスティバル 

  

平成 27年度 島しょ保健所三宅出張所  

  高齢化社会を迎え、85歳以上の約 4人に 1人が「認知症」と言われています。いつまでも心身と

もに健康でいたいと思っていても、認知症は完全に防ぐことの難しい病気です。 

 認知症にかからないために、また、悪化を防ぐためにできることはないのでしょうか。 

 本講演会では、認知症の予防や、身近な認知症患者さんとの上手な付き合い方について、専門医の

先生から具体的な例を用いて解説いただきます。 

 認知症予防に関心がある方、実際の介護でお困りの方など、多くの方のご参加をお待ちしておりま

す。 

【日 時】 平成 27 年 7月 15日（水曜日） 午後 6時から午後 7時 30分まで 

【場 所】 特別養護老人ホーム あじさいの里 

【講 師】 東京都立精神保健福祉センター 所長 井上 悟氏 

【対 象】 地域住民、保健・医療・福祉等関係者など 

【申込み】 事前の申し込みは不要です。直接会場へお越しください。 

 

ご質問等ございましたら、島しょ保健所三宅出張所保健指導係（市川・坂野 ℡2-0181） 

までお問い合わせください。 

三宅村商工会では第 21回ふれあいらんど三宅島マリンスコーレ 21 フェスティバルを開催

いたします。 

★開催日時 7月 25日（土） 17：00 ～ 21：00 

7月 26日（日） 16：00 ～ 20：00 

★開催会場 ふるさと体験ビレッジ（ふるさとの湯・味覚館）駐車場 

今年は【帰島 10 周年記念】として、25 日に演歌歌手の瀬川瑛子歌謡ショー、26 日は

「手裏剣戦隊ニンニンジャ」ショー、小金井市の貫井囃子が出演いたしますので、皆様の   

ご来場をお待ちしております。詳細は、ポスターや折り込み等でお知らせいたしますので 

どうぞお楽しみに！お問い合わせは三宅村商工会（℡2-1381）までご連絡ください。 


