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撮影者／哲西写真愛好家

ひな祭りが
残してくれたもの

第７回きらめきひな祭りは、連日、県
内 外から大 勢の来 観 者 を 迎 え 成 功 裏に
幕を閉じました。
皆さんが持ち寄った土雛・段 飾りや手
作りの雛人形等が文化ホール一杯に飾り付
けられ、さらに、幼 児から大 人 までの生
け 花 作 品・竹 細 工や 手 作 り 行 燈 な どが
あしらわれて見ごたえのある展示でした。
ほとんどの来 観 者から
〝素 晴らしい〞と
評され、特に、地域に伝わる天神雛など
の三次人形３５０体に
〝壮観・圧巻〞
の声
が挙がり、きらめきひな祭りに感動した
との感想が寄せられました。
年明け早々から企画を練られた実行委
員 会の皆 さん、雛 人 形 等 を 持 ち 寄った
方々、作品製作や会場の飾りつけ、来観
者 接 待や会 場 内イベントなどに尽 力され
た皆さん、またその皆さんに差し入れ等
を届けられた方々など、延べ数百人に及
ぶ幾重にも重なるボランティアの力が結集
された成果であったと言えます。
来観者の多くが
〝地域の皆さんが一体に
なっている姿〞
に感銘を受けたと言われ、
アンケートにも〝地 域の住 民パワー・地 域
力に感 動〞との意 見が数 多 く 寄せられて
いました。
志 を 持つ人 誰でもメンバーに加 われ ま
す。来年は、さらに多くの皆さんが参画
して
〝地域力〞
が一層高められることを祈っ
ています。
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見 た い・知 り た い・伝 え た い !

２月 〜３月５日の期間中、き
らめき 広 場・哲 西で開 催 された
「哲西きらめき ひな祭り」には約
３、８００人が来場されました。
地 域 住 民 約４５０人の力 を 結 集
させ大成功を収めました。
毎年「昨年より良かった」との
来 場 者の声 と住 民の協 力に後 押
しされ、進化し続けています。
天 候 に 左 右 さ れ ないバリアフ
リーの施設が功を奏し、近隣の福
祉 施 設からも 多 くの来 場 者が足
を運びました。
展 示された三次 人 形や 雛 人 形
はもちろん、生け花やつるし飾り
教 室の作 品 も 見ごた えがあ り、
様々な 心のこもったお もてなしで
来場者を魅了しました。
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Kirarira
News

みんなの広場

哲西きらめき
ひな祭り
第７回
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内科

めまいの色々

一口にめまいといってもいろいろな種類
があります。 代表的なめまいの種類は…

とぴっく 哲 西 町 診 療 所

● 回転性めまい
● 立ちくらみ（眼前暗黒感）
立ち上がった瞬間にクラクラッとしたり、 長く立って 自分自身がグルグルまわったり、
周囲がグルグルまわる感じをいいま
いて目の前が暗くなる感じのことを言います。 子供
には時々みられます。
（起立性調節障害といいます） す。 物が左右や上下に流れるよ
また、 ふだん低血圧ぎみの人もなりやすいです。 うに感じることもあります。平衡器官
に急 激な変 化（血 流 障 害、 炎
最も注意しなければならないのは、 高血圧症や脳
症、 内耳のむくみなど）が起きたときに生じます。
動脈硬化症のある人です。 このような人が急に血
耳の病気でも、 脳の病気でも起きてきます。
圧が下がると脳梗塞をおこす危険があります。
代表的な病気 ●メニエール病 ●前庭神経炎
代表的な病気
●良性発作性頭位変換めまい
●起立性低血圧症 ●起立性調節障害
体のバランスを保つ系（前庭系といいます）に何ら
● その他
かの原因で異常がおこり、 バランスがくずれるとめま
上記のめまい感のほかに、 実際にはめまいとは言
いがおきます。 この際いろいろな症状がでてきます。
いませんが色々な症状があります。
目が回る
★頭がボーッとしたり、からだの力が抜けたよう
眼を動かす神経
体がフラ
な感じ。
脳の
フラする
内耳
手足を動かす神経
中継基地
★寝ていて頭や体がしずんでいくような感じ
吐き気、吐く
自律神経
★頭がフワーッとして、気が遠くなるような感じ。
動悸がする
冷や汗をかく
★目の前がチカチカ、
チラチラする 等々。
など
このような症状が続くときには、 脳神経外科・神
このような症状はいつも同じ程度にでるとは限りま
経内科・眼科などを含めた全身的な検査が必要
せん。 病気の種類や、 時期により目が回る感じ
になります。
が強かったり、 体のふらつきが強かったり、
吐き気が強かったりします。

● ほかに気をつけるべき症状
めまいの他に次のような症状が一緒にあった場合に
は脳の病気が疑われます。きちんとした検査、 治
療が必要です。
★激しい頭痛やけいれんがおきた
★意識がなくなった
★物が二重に見えたり、手足の先、
くちびるのシ
ビレ感がある
★顔半分、反対側の体半分、あるいは全身半分
の感じがおかしい
★手足に力が入りにくい
★しゃべりにくい

4月の担当医表

● 動揺性めまい
頭やからだがグラグラ揺れている感じ
や、 フラフラする感じを言います。
また実際に歩くとふらつく感じも含めま
す。 回転性めまいを起こす病気でも、
このような症状になることがあります。 平衡器官が
ある程度広い範囲でおかされたときに多いようです。
歩いてフラフラする時には、 小脳の障害のこともあ
ります。
代表的な病気 ●脳幹・小脳梗塞
● 浮動性めまい
からだがフワフワする感じ。 からだが
宙に浮いたような感じ。 船に乗って
いるような、 あるいは雲の上を歩いて
いるような感じ。 また、 なんとなく頭がフワーッとする
感じ、 などを言います。 病気が軽い時にはこの様
な症状になることがありますが、 これらの症状だけ
では実際に病気があるのか分かりません。 つづくよ
うなら、 一度検査を受けられたらよいでしょう。

（岡山光生病院から）

4日㈫ 藤原（内科）消化器（内視鏡）
11日㈫ 池田（外科）外傷外科・胸部外科
18日㈫ 土持（外科）腹部外科・血管外科
アレルギー性皮膚疾患

25日㈫ 多田（皮膚科）皮膚細菌性感染症
＊理学療法士によるリハビリは毎週火曜日です。
＊受診希望の方は、あらかじめご連絡ください。
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は～い！
地区社協です！

平成２９年４月から新しい地区社協がスタートします。
今まで哲西地域には十一の地区社協がそれぞれに
活動していましたが、
人口減少、
少子高齢化、
近所づき
あいの希薄化など、様々な福祉課題を抱えながら、
そ
れぞれの地区社協で福祉活動を行ってきました。
そんな中、
新見市社会福祉協議会から地区社協の
現状を踏まえ、将来を見据えた組織再編に向けた協
議の場の設置についての提案があり、十一地区社協
の
『地区社協会長会』
において協議を重ねてきました。
その結果、現状の地区社協の範囲では活動が困
難になることが予測され、
また、組織強化のためには、

新地区社会福祉協議会
上神代地区社協
矢田地区社協
八鳥・大野部地区社協
大竹・畑木地区社協

会
関
林
宮崎
小原

４地区社協共通の活動目標

役員任期：設立日～平成30年3月31日

長
圭二
繁男
邦人
満繁

哲西公民館
第５回寿学級

各種団体との連携は欠かせないとの意見から、地区
社協会長会と各種団体とで協議を行う
『哲西地域福
祉推進委員会』
を立ち上げ、地区社協再編への検討
事項の協議を行い、地区社協の範囲を４地域で再編
することに決定しました。
そして、
『 地区社協設立準備委員会』
を設立し、各
地区の地域性を活かした事業計画や予算等の協議
を行い、
２月中に各地区において
『地区社会福祉協議
会設立総会』
が行われました。

副会長
坂田 忠實
松村 節子
鹿室 久司
名越 幸恵

副会長
嘉壽 節紀
野平 武雄
中山 淳子
小田
清

設立日
Ｈ29.2/12
Ｈ29.2/17
Ｈ29.2/19
Ｈ29.2/20

３月１４日、
きらめき広場・哲西で
第５回寿学級が開催されました。
この日は、元野馳小学校校長の
杉原宏二さんと妹尾ふみ子さん、
元野馳小学校教頭（元神代小学
校校長）の村上平さんを講師に
楽しい時間を過ごしました。
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誰もが住み慣れた地域で子
どもから高齢者まで、いきい
きと、
「安心して暮らせる地
域づくり」を目指し、地域住
民による助け合い・支えあい
活動を進めます。

野馳３兄姉弟
●平ちゃんの なんやかんや
・手品、
おもしれえ話 何でもあるで
●ふみちゃんの ミニミニ運動かい？
・楽しゅう遊ぼうで
●宏ちゃんの かみしばい
・心がほっこりする話じゃで

2017.4 ● vol.142

図書館
だより
新見市立哲西図書館
TEL94-2110 FAX94-2100
休館日のお知らせ

年中無休です
［年末年始、蔵書点検日を除く］

哲西図書館利用者の
ための乳幼児一時預かり
毎月第1・第3月曜日10：00～12：00
きらめき広場・哲西プレイルーム

哲西荘の展示
哲西荘のみなさんが、掲示してくださいました。
いつもありがとうございます。

子ども映画会
日時

今月の展示本

◎展示コーナー・児童コーナー
「２０世紀の外国の絵本作家」

子ども読書週間
４月２３日
（日）
～５月１２日
（金）
●職員のおすすめ本を展示しています。
●語りの会「昔ばなしの里 こっぷり」に
よる民話の語りを行います。
５月１０日
（水）
１１
：
００～、
１４
：
００～
（各約１５分）
きらめき広場・哲西 プレイルーム
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「ちびまる子ちゃん」

世界的な人気を誇るキャラクター「ミッ
フィー」の作者である、
オランダの絵本
作家のディック・ブルーナ氏が
亡くなられました。今回はエ
リック・カール氏やレオ・レ
オニ氏など外国の絵本作
家 の 資 料を集めてみまし
た。

4月17日（月）
１0：3０～
場所 きらめき広場・哲西
プレイルーム
内容 ＤＶＤ

タウン 情報
●ご寄付ありがとう
ございました（敬称略）

●哲西荘または
デイサービスセンター勤務
詳細は、特別養護老人ホーム哲
西荘（ＴＥＬ９４－３５３３）
までお問
い合わせください。

難波ますみ

I
O
N
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M

ＮＰＯきらめき広場 事務局 〒719-3701岡山県新見市哲西町矢田3604
TEL
（0867）
94-2143 or 090-8994-7068 FAX
（0867）
94-2100
HP：http://www.npo-kirameki.jp/ E-mail：post@npo-kirameki.jp
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興味のある部がありましたらお気軽にご連絡ください。
見学も大歓迎です。
＊新しい部の希望も大歓迎です。
１．文学部
短歌／梧桐会
小田 遵子 ９４－３１９８
／翌檜会
横田 益代 ９４－３２７５
２．美術部
華道／和風会
宮崎 達子 ９４－２３７９
茶道
宮田 京子 ９４－３１３９
洋画
小坂 良子 ９４－２４７６
水墨画
金山トシコ
９４－２２３７
写真／鯉が窪美写者会
名越 礼祥 ９４－２３４６
ちぎり絵
三上 重子 ９４－３０８７
※講習会 月１回第３火曜日
パッチワーク
横田 賀野 ９４－２３９１
柳川押し花
富田 智波 ８８－８２８７
手芸
松川 洋恵 ９４－２８３２
３．芸能部
カラオケ
川原
初 ９４－３３４７
安来節
津村 安子 ９４－２８５２
民謡／ひまわり会
横山 次郎 ９４－３２７３
／みのり会矢神支部 井原志津枝 ９４－２０７９
牧水太鼓
難波 充枝 ９４－３３２６
※練習日 月１回・年間７～１０回披露する場所あり
踊り／利芳美会
難波ますみ ９４－３２２２
※稽古日 月４回
／すみれ会
宮崎 達子 ９４－２３７９
やまびこコーラス
佐竹以久子 ９４－２７７６
銭太鼓／矢神婦人会
吉原 晏子 ９４－２７０２
４．工芸部
陶芸
清水 光三 ９４－２５１１
面打ち
土屋
一 ９４－２５５９
５．文化伝承部
哲西牧水顕彰会
水地 秀寿 ９４－３０８４
哲西町地踊り保存会
小川 武昭 ９４－３０４７
鯉が窪湿原を守る会
浅井 幹夫 ９４－３１７７

●対象者…経済的理由により修学の目的を達する
ことができない高等学校・工業高等専門学校・短
大・大学・大学院・専修学校専門課程等に進学、在
学する学生。
●応募資格…岡山県新見市内に１年以上住所を有
する学生、
もしくは新見市内に１年以上居住する
世帯の学生で、品行方正・思想穏健・学業成績優
秀・身体精神健全であって成業の見込みがある
者。
ただし、
他の奨学金を受けていないことが条件。
●奨学金貸与月額
高等学校…14,000円
短大・工業高等専門学校・専修学校専門課程
…………………………25,000円
大 学…33,000円／大学院…35,000円
・無利子で貸与
・卒業１年後から10年均等償還
●貸与期間 正規の最短修学年限
●応募手続…田辺育英会事務局（新見市哲西町矢
田 ＮＰＯきらめき広場内）
で、
応募書類を受け取
り、
同事務局へ提出してください。
●応募締切 平成２９年４月１４日
（金）
●決定…5月上旬に奨学生選考委員会において選
考のうえ決定し、
本人あてに通知します。
詳しくはＮＰＯきらめき広場事務局まで

問合せ先

会長

O

平成２9年度
一般財団法人田辺育英会
奨学生募集

哲西町文化協会
会員募集します。

F

調理員・介護職員
募集しています。

（敬称略）
■香典返し
○名越 吉治（亡母アヤコ）
金一封
大竹
■一般寄付
○田口石油興業㈱
山陽新聞
○松陽産業㈱
備北民報
○妹尾観光バス・妹尾タクシー 備北民報
○いくま石油
山陽新聞

N

社会福祉法人 哲西福祉会

●哲西荘へご寄付
ありがとうございました

I

■香典返し
○名越 吉治（亡母アヤコ） 大竹
老人クラブ白寿会へ金一封
ＮＰＯきらめき広場へ金一封
○松田 隆司
（亡父五郎） 大竹
老人クラブ白寿会へ金一封
岸本上集会所へ金一封

■見舞返し
○藤原 淑子（本人）
大竹
岸本上集会所へ金一封
○髙木 緑郎（本人）
上神代
老人クラブ協和会へ金一封
○垰
香澄（本人）
大竹
岸本上集会所へ金一封
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