
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防（介護が必要な状態にならないために、心身の衰えを予防・回復しようとする取り組み） 

の大切さを学び、自らの健康づくりとともに、地域の高齢者がよりよい生活を送れるようサポーター 

として協力してくれるボランティアを養成します。 
 
対 象対 象対 象対 象 者者者者：山武市内に在住で介護予防や高齢者に関わるボランティアに興味のある方。 

    ：できるだけ全回参加できる方。 

定定定定        員員員員：４０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

申込期間申込期間申込期間申込期間：９月 2 日から 9 月 30 日  費用費用費用費用：無料  場所場所場所場所：松尾ＩＴ保健福祉センター 
 
日時日時日時日時・・・・内容内容内容内容    

 

主催 山武市保健福祉部健康支援課 

   山武市社会福祉協議会山武市ボランティア・市民活動センター    

 

●お問合せ・お申込み● 健康支援課成人保健係          ＴＥＬ０４７5-８０-１１７１ 

            山武市ボランティア・市民活動センター  ＴＥＬ０４７５-８９-２１２1 

日時 会場 内容 

平成平成平成平成 25252525 年年年年    

１０１０１０１０月月月月 8888 日日日日（（（（火火火火））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○開校式開校式開校式開校式    

○○○○オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション「「「「介護予防介護予防介護予防介護予防のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識・・・・講座講座講座講座のののの概要概要概要概要」」」」  

○○○○健康体操健康体操健康体操健康体操とととと自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション    

山武市健康支援課・山武市ボランティアセンター職員    

１０１０１０１０月月月月 24242424 日日日日（（（（木木木木））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを深深深深めるめるめるめる技術技術技術技術をををを学学学学ぼうぼうぼうぼう        

ＮＰＯ法人スピリッツ カウンセラー 北田知子    

１１１１0000 月月月月 31313131 日日日日（（（（木木木木））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○高齢者高齢者高齢者高齢者におけるにおけるにおけるにおける運動機能改善運動機能改善運動機能改善運動機能改善のののの必要性必要性必要性必要性とととと実際実際実際実際    

○○○○ロコモティブシンドロームロコモティブシンドロームロコモティブシンドロームロコモティブシンドロームについてについてについてについて    

城西国際大学准教授 石原啓次    

１１１１１１１１月月月月 18181818 日日日日（（（（月月月月））））    

11113333：：：：33330000～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室・調理室 

○○○○みんなでみんなでみんなでみんなで楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるレクコミュニケーションレクコミュニケーションレクコミュニケーションレクコミュニケーション    

レクインストラクター・福祉レクワーカー 小山真知子 

１１１１1111 月月月月 28282828 日日日日（（（（木木木木））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○高齢者高齢者高齢者高齢者のののの罹罹罹罹りやすいりやすいりやすいりやすい病気病気病気病気とそのとそのとそのとその予防予防予防予防についについについについ    

医療法人社団潤友会 宇井医院院長 宇井克人 

12121212 月月月月 19191919 日日日日（（（（木木木木））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○高齢者高齢者高齢者高齢者のおのおのおのお口口口口のののの健康健康健康健康についてについてについてについて        

 ほりずみ歯科医院 堀角達郎 

○○○○高齢者高齢者高齢者高齢者のののの食生活食生活食生活食生活についてについてについてについて        

健康運動指導士・管理栄養士 内田直美 

○○○○歯磨歯磨歯磨歯磨きききき実習実習実習実習                                            歯科衛生士 杉浦和子 

平成平成平成平成 26262626 年年年年    

1111 月月月月 9999 日日日日（（（（木木木木））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○認知症認知症認知症認知症をををを学学学学びびびび地域地域地域地域でででで支支支支えようえようえようえよう    

山武市地域包括支援センター職員 

○○○○高齢者擬似体験高齢者擬似体験高齢者擬似体験高齢者擬似体験    

山武市ボランティア・市民活動センター職員 

1111 月月月月 23232323 日日日日（（（（木木木木））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○いざといういざといういざといういざという時時時時のためののためののためののための救急救命講習救急救命講習救急救命講習救急救命講習    

  日本赤十字社千葉県支部講師 

2222 月月月月 6666 日日日日（（（（木木木木））））    

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000    

松尾 IT 保健福祉センター 

多目的室 

○○○○ＶＧＶＧＶＧＶＧ美郷会美郷会美郷会美郷会・・・・ＶＧＶＧＶＧＶＧきらきらさんむきらきらさんむきらきらさんむきらきらさんむ活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介    

○○○○地域地域地域地域でのでのでのでの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動についてについてについてについて考考考考えようえようえようえよう    

○○○○閉講式閉講式閉講式閉講式・・・・修了書修了書修了書修了書交付交付交付交付 

平成平成平成平成 25252525 年年年年 10101010 月月月月    

～～～～平成平成平成平成 26262626 年年年年 1111 月月月月    
各会場 

【【【【現場現場現場現場自習自習自習自習】】】】    

①①①①介護予防事業介護予防事業介護予防事業介護予防事業・・・・はつらつはつらつはつらつはつらつ教室教室教室教室②②②②美郷会美郷会美郷会美郷会③③③③きらきらさんむきらきらさんむきらきらさんむきらきらさんむ    

修了者には修了書 を

発行します！ 



ボランティア登録状況 （２０１3 年 8 月１日現在） 

ボランティアグループ  ７５グループ １，１６０名 

個人ボランティア             １４9 名 
合計１，３０9 名 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

～～～～手手手手とととと指指指指ををををケアケアケアケアしてしてしてして健康生活健康生活健康生活健康生活！！！！！！！！いつでもどこでもいつでもどこでもいつでもどこでもいつでもどこでも気気気気になったになったになったになった時時時時にできるかんたんにできるかんたんにできるかんたんにできるかんたんセルフケアセルフケアセルフケアセルフケア～～～～    

講師の久保山さんは、あららぎ館で毎月第 2 木曜日と第 4 土曜日の午後 1 時から 4 時までハンドマ

ッサージの活動をしています。毎回好評をいただき、ご利用人数的にも限られてしまいます。 

そこで、多くの方にハンドマッサージを知っていただき、ご自分の健康と家族の健康づくりや仲間

づくりをすすめたいと思い開催いたします。 

日日日日    時時時時：：：：9999 月月月月 28282828 日日日日（（（（土土土土））））14141414：：：：00000000～～～～14141414：：：：50505050    

場場場場    所所所所：：：：さんぶのさんぶのさんぶのさんぶの森交流森交流森交流森交流センターセンターセンターセンター    あららぎあららぎあららぎあららぎ館多目的室館多目的室館多目的室館多目的室１１１１    （（（（やまゆりやまゆりやまゆりやまゆり））））    

参加費参加費参加費参加費：：：：500500500500 円円円円（資料代とオイル１０ml）当日徴収します。 

募集人数募集人数募集人数募集人数：：：：25252525 人人人人（（（（予約制予約制予約制予約制））））   持参持参持参持参するものするものするものするもの：：：：バスタオルバスタオルバスタオルバスタオル１１１１枚枚枚枚 

講講講講    師師師師：：：：久保山一美久保山一美久保山一美久保山一美 NPO 全国介護理美容福祉協会会員 

「NPO 法人 日本セラピスト養成協会 」認定 ハンドリフレクソロジスト 

主催：山武「健康とふくしの会」 ●●●●申し込み・問い合せ●●●●：０８００８００８００８０－－－－６７０７６７０７６７０７６７０７－－－－７１２９７１２９７１２９７１２９（（（（久保山久保山久保山久保山）））） 

 

電 話 番 号 0475047504750475----89898989----2222111122221111 Ｆ Ａ Ｘ 0475047504750475----88889999----2222999966666666 

E - m a i l s ammu shak yo . vcsammu shak yo . vcsammu shak yo . vcsammu shak yo . vc ---- n37@s i sn37@s i sn37@s i sn37@s i s ---- ne t . jne t . jne t . jne t . j pppp 

 

案 内 図 開 設 時 間 月月月月～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日／／／／10101010 時時時時～～～～17171717 時時時時（（（（年末年始年末年始年末年始年末年始・・・・祝祭日祝祭日祝祭日祝祭日をををを除除除除くくくく）））） 

所 在 地 社会福祉法人山武社会福祉法人山武社会福祉法人山武社会福祉法人山武市市市市社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会    山武連絡所内山武連絡所内山武連絡所内山武連絡所内 

      〒289－1223 山武市埴谷 1868-14（山武福祉センター内） 

体育館 

 

第 8 回目を迎える「さんむさんむさんむさんむロードレースロードレースロードレースロードレース大会大会大会大会」。大会実行委員会では、スタッフとしてサポートし

てくれるボランティアを募集しています。また、きらめき通信 80 号でもお知らせいたしましたが、

大会の詳細が決まりましたのでお知らせします。 
 
開催日開催日開催日開催日    １１１１１１１１月月月月２２２２4444 日日日日（（（（日日日日））））【雨天決行】 場場場場    所所所所 蓮沼海浜公園蓮沼海浜公園蓮沼海浜公園蓮沼海浜公園（（（（九十九里九十九里九十九里九十九里はははは須沼須沼須沼須沼ビーチパークビーチパークビーチパークビーチパーク）））） 

人人人人    数数数数    30303030 人人人人（個人、グループ可）   締締締締    切切切切    ９９９９月月月月 18181818 日日日日（（（（水水水水）））） 

内内内内    容容容容    レース参加者・関係者用のスポーツドリンクを用意【準備、片付け含】する給水係りなど。 

そのそのそのその他他他他 参加記念品（ブルゾン）を準備します。⇒申込時、サイズをお聞きします。 

    集合時間等の詳細は、割り振りをし、大会実行委員会より後日関係書類をお送りします。 

●お問合せ・お申込み● 山武市ボランティア・市民活動センター 電話 0475-89-2121  

ボランティアグループ 山武山武山武山武「「「「健康健康健康健康とふくしのとふくしのとふくしのとふくしの会会会会」」」」では、傾聴講座の医療ケア編を開催します。 
6 回の講座が予定されていますが、できるだけ全講座受講可能全講座受講可能全講座受講可能全講座受講可能なななな方方方方を募集いたします。 

講講講講    師師師師    品川博二品川博二品川博二品川博二   ＮＰＯ日本ケア・カウセリング協会代表理事／臨床心理士 
    小川美智子小川美智子小川美智子小川美智子  ＮＰＯ日本ケア・カウセリング協会／認定助講師 
日日日日    時時時時    第第第第 1111 回回回回    平成平成平成平成 25252525 年年年年    9999 月月月月 2222６６６６日日日日（（（（木木木木））））        第第第第 2222 回回回回    平成平成平成平成 25252525 年年年年 10101010 月月月月    3333 日日日日（（（（木木木木）））） 
                第第第第 3333 回回回回    平成平成平成平成 25252525 年年年年 11111111 月月月月 14141414 日日日日（（（（木木木木））））        第第第第 4444 回回回回    平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月 1111９９９９日日日日（（（（木木木木））））    

第第第第 5555 回回回回    平成平成平成平成 26262626 年年年年    1111 月月月月 16161616 日日日日（（（（木木木木））））        第第第第 6666 回回回回    平成平成平成平成 26262626 年年年年    2222 月月月月 20202020 日日日日（（（（木木木木））））    
全講座全講座全講座全講座ともともともとも    １８１８１８１８：：：：００００００００～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００    
会会会会    場場場場 山武市成東文化会館のぎくプラザ 会議室（山武市殿台 290-1） 参加費参加費参加費参加費 無料 
申申申申しししし込込込込みみみみ 9 月 13 日（金）締切り 
※ 氏名・年齢・住所・電話番号・講座を聞く目的・この講座を知った箇所等を記載の上ＦＡＸ 

にてお申込みください。 
主 催 山武「健康とふくしの会」 

●お申込み・お問合せ●ＴＥＬ ０４７５－８２－４７１７ ＦＡＸ ０４７５－８２－４７１１（塚本） 

 


