３月 日土曜日に健康
福 祉 部会 主催 の障 害体 験
教 室 をゆ めタ ウン 宗像 店
内で行いました。当日は、
名の参加があり、店内
で 車 椅子 に乗 って 買い 物
体 験 をし まし た。 体験 し
て み て初 めて わか るこ と
が 多 く、 貴重 な経 験と な
りました。

昨年 度に引 き続き 、今年
度も健 康福 祉部 会が 障害体
験教室 を行 いま した 。当日
は、あ いに くの 雨と いう天
候にな った ため 、赤 間駅前
からの 車椅 子で の移 動体験
は行え ませ んで した が、ゆ
めタウ ン宗 像店 内で 買い物
体験を行いました。
３ 人 ずつ のグ ルー プを 作

り、車 椅子 に乗 る・ 介護す
る・デ ジタ ルカ メラ で写真

わかり まし た。 しか し、店

内の通 路は 比較 的広 くて移
動はし やす く、 店員 さんの
対応は とて も親 切で 、まわ

を撮り 記録 する とい う役割
分担を して 店内 で実 際に買
い物をしました。約１時間、

店内売 り場 をは じめ エレベ
ーター やト イレ 内な どを移
動して 、よ かっ たと ころ、
不便な とこ ろ、 気が ついた

りの方 の心 配り の大 切さを
実 感 した と いう こ とで し
た。店 内な ので 、比 較的車
椅子で も便 利な ので すが、

を送れ るよ うに 、今 後もこ
のよう な経 験が でき ればと
部会では考えています。

地域は まだ まだ 危険 なとこ
ろがた くさ んあ ると 思われ
ます。 みん なが 快適 な生活

の感想 を発 表し まし た。車
椅子に 乗っ て体 験し てみて
初めて わか る感 想が たくさ
ん出さ れま した 。車 椅子に

げます。

ご 協 力い ただ いた 日赤 看
護大学 の先 生方 、ゆ めタウ
ン宗像の皆様
にお礼申しあ

お借り して 反省 会を 行いま
した。 撮影 した 写真 をテレ
ビで映 しな がら 、体 験して

ところ をメ モし なが ら体験
していきました。
終 了 後、 店内 の会 議室 を

レジの方がやさしく対応してくれました。

乗って いる と目 線が 低くて
商品の 並び 方に よっ ては取
りにく いこ とや 商品 に囲ま

れた中 で店 員さ んを 呼ぶの
は不便 だと 言う こと などが
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上履き・タオル・飲み物をお
持ちください。

※ 動きやすい服装でお越しください。

自分の体力を知ろう！！
健康づくりのための運動と体力測定（棒反応・握
力・いす立ち上がり その他）を行います。
これを機会に自分の体力を知り、1 年間の日常生活
を送ってみてはいかがですか？
期
日 ： ４月２８日（金）
受付時間 ： 午前９時３０分

体力測定での第１回目のストレッチ体
操です。
期
日
受付時間
開催時間
場
所

開催時間 ： １０時～１２時
場
所 ： 働く女性の家
講
師 ： ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 運動指導士

講

【問い合わせ先】
赤間地区コミュニティ事務局

：
：
：
：

５月１９日（金）
午前９時３０分
１０時～１２時
働く女性の家

師 ： ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 運動指導士

電話：32-5640

平成 18 年４月から、介護保険法改
正により介護保険制度が大きく変わ
ります。制度改正の内容について、
市民の方を対象に説明会を開催しま
す。
日にち：4 月 26 日（水）
場 所：働く女性の家
講習室ＡＢ
時 間：10 時～12 時
制度改正の内容
①地域包括支援センターの設置
②介護予防を重視した仕組みへの
移行
③６５歳以上の人の保険料改正
＊事前の申込は必要ありません。
＊出席者多数の場合は、先着順とな
りますのでご協力をお願いします。
【問い合わせ先】
宗像市介護保険課介護保険係
担当 溝口
電話 0940-36-4877

◇研修期間

◇ 申込方法

８月１６日（水）
～２０日（日）４泊５日
◇研修地

コ ミセン 設置の指定応
募用紙に記入して実行
委員会事務局へ郵送

沖縄県
◇募集人数
宗像市・福津市在住の
小学５年生～中学３ 年

◇問い合わせ
第 26 回宗像少年の翼
実行委員会事務局
電話：090（7390）4411

生 ７０人
◇参加費
小学生 58,0 00 円

担当：別府まで
※電話は、18 時以降に
お願いします。

中学生 63,0 00 円
◇募集締切
平成 18 年5 月9 日（火）

◇後援
宗像市・福津市
宗像市教育委員会

（当日消印有効）

福津市教育委員会
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赤間地区コミュニティ運営協議会
日 曜

行

1

月

2

火

3

水 憲法記念日

4

木 国民の休日

5

金 こどもの日

6

土

7

日

8

月

9

火

事

赤間地区コミュニティ運営協議会
第 5 回運営委員会

10 水

（予 定）
日 時：５月２０日（土）
午前１０：００～
場 所：働く女性の家
総会の代議員（７０名）は、コミュニ
ティ運営協議会の規約に基づき、各自
治区から均等割＋世帯数割で決められ
た人数を区長さんより選出してもらっ
ています。

健診結果の見方や改善のコツなど気軽に相談

11 木 赤間地区コミュニティ巡回健康相談

して、日ごろの健康づくりに役立てましょう！

12 金
日

13 土
14 日 母の日
15 月 第 12 回役員会
16 火

５月１１日（木）午後のみ
場
所：働く女性の家
受付時間：午前の部
９：３０～１１：３０
午後の部 １３：３０～１５：３０
内

17 水
18 木
19 金 ストレッチ体操（赤間地区ヘルス推進員）

程：４月１８日（火）・１９日（水）

容：保健師による健康についての相談
いろいろな測定（血圧・血糖検査・味
噌汁の塩分濃度・体重体脂肪率など）

＊５月は、骨密度測定を行います。当日は裸足に
なれるようにしてお越しください。

20 土 赤間地区コミュニティ運営協議会 総会
右足のかかとに超音

21 日 城山中学校 体育祭
22 月
23 火
24 水

波を当てて、骨の強さ
を測定します

目 的 地：釣川と明天寺公園散策
集合場所：働く女性の家

【問い合わせ先】
宗像市健康づくり課
電話（36）1187

時
間：10：00～14：00
受付時間：９時３０分

25 木

．．．．
「ぜんそくってどんな病気？」

26 金 歩こう会（赤間地区ヘルス推進員）
27 土

講 師：赤間病院 呼吸器科専門医
石井 久雄 先生

28 日 赤間小学校 運動会

日 時：４月２２日（土）午後３時～
場 所：赤間病院 ４階会議室

29 月

※参加は無料です。お気軽にご参加ください。
【問合せ】赤間病院 ℡：0940-32-2206

30 火
31 水
－３－

宗像市消費者センターからの

☆アドバイス☆
☆相 談☆
夜水洗トイレが詰ま
り困ったので、取っておい
た折り込み広告の、２４時
間修理水道サービスの会社
に電話をかけ修理を依頼し
ました。業者はすぐに来て
修理をしてくれましたが、
修理代金６万円を請求され
ました。その場で支払いま
したが、高いのではないか
と納得できません。クーリ
ング・オフできないでしょ
うか？
修理代６
万円です。

法律（特定商取引に関する法律）によるクー
リング・オフ制度（８日間の無条件解約）が
利用できるのは、「訪問販売」や「電話勧誘販売」な
どでの契約の場合です。
この相談のケースは、『水洗トイレ詰まり修理』の
広告を見て内容を確認し、自分から業者に電話をか
け、修理を依頼しているので、クーリング・オフはで
きません。
新聞の折り込み広告や、シール状のチラシを見て頼
んだところ、不要な商品や工事まで勧められトラブル
になったという事例もあります。
『水漏れ』や『トイレの詰まり』などで困った場合の
窓口として、２４時間受付の宗像管工事協同組合
（TEL３７－０４３５）や、宗像市上下水道部施設課
（TEL６２－２２３１）があります。
また、トイレが詰まった場合の応急処置として、ラ
バーカップ（おわん型のゴムに棒がついているもの）
で排水口に圧力をかける方法もあります。参考にして
ください。
宗像市消費者センター ＴＥＬ：33-5454 ＦＡＸ：33-5469

げ油であげる。
② 鍋にＢ の調味料を煮立て、揚げ た団子を入れてからめ
る。
（健康福祉部会

食生活改善推進会）
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編集後記

早い もの で、 事務 局だ
よりも
号を超えまし
た。ということは、 以
上の記事を書い ている
ということですが、いま
だに一番頭を悩 ませる
のは見出しを考 えるこ
とです。ここ最近１面の
記事担当が続い ている
のですが、先月今月の見
出しは事務局長の作。読
者の身になって、読みた
くなるような見 出しが
ひらめくように なるに
は、あと何年？まだまだ
修行が必要です。

赤間地区コミュニティ運営協議会
ホームページのご案内
http://wawawa.org

《作 り 方》
① ねぎはみじん切り、生姜はすりおろし、おから、鶏ミンチ、
卵、Ａの調味料をよ く混ぜ、３ｃｍくらいの団子に丸め 、揚

赤間地区コミュ
ニティ事務局

《材 料》（４人分）
おから
１カップ
鶏ミンチ
200ｇ
卵
１個
白ねぎ
1/2 本
生姜
小さじ１
砂糖
小さじ１
Ａ酒
大さじ１
しょう油
小さじ１
揚げ油
出し汁
１カップ
大さじ 1.5
Ｂ 砂糖
しょう油
大さじ 1.5
かたくり粉

