
「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題

といった課題を、世界のみんなで２０３０年まで

に解決していこう」という計画・目標です。

■資源、エネルギー、開発などの環境面だけでな

く、人権の問題（平和・差別・貧困・教育・ジェ

ンダーなど）の面でも、目標を定めて解決してい

こうと世界の人々、企業が取り組んでいます。

個人レベルでは、リサイクル、プラごみの削減、

中古品の活用、節電・節水、環境にやさしい洗剤

などの取り組みができそうです(^-^)/

ひまわり

■８月中旬の長く続いた豪雨は、河川の増水、山崩

れ、交通網の寸断など、びんご地方に大きな影響を

もたらしました。年間雨量を超えるほどの水が空か

ら降ってきました。テレビでは、２０１８年の西日

本豪雨に「匹敵する雨」や「超えるほどの雨」とテ

ロップが流れていました。ここ数年の気候は今まで

とは変わっています。地球規模で気候が変わってき

ているとも言われています。

■ところで最近、ＳＤＧｓという言葉をよく目にし

ます。Ｓastainable Ｄevelopment Ｇoalｓ＝「持

続可能な開発目標」という意味です。人間の活動が

自然環境に悪影響を与えているという反省から生ま

れた取り組みです。

■第２次世界大戦後、世界は「物質的な豊かさ」を

求めて成長と繁栄の道を進んできました。しかし、

１９７０年代に、「このまま人口増加や環境破壊が

進むと、あと１００年で地球は限界に達する」と警

鐘が鳴らされました。豊かな生活を送るための経済

活動が環境破壊を招いている、このままでは、人類

がこの地球で暮らし続けることが困難になるという

問題提起です。

■１９９２年の「地球サミット」(リオサミット)

で、将来にわたって地球環境を守るための「リオ宣

言」が採択されました。１９９７年には地球温暖化

対策の「京都議定書」が採択され、世界で取り組み

が始まりました。

■２０１５年には、１７の目標を定めたＳＤＧｓが

国連から発表されました。
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場　所  支援センター会議室 場　所  支援センター会議室

日　時  10月11日（月）10：00～12：00 日　時  10月22日（金）13：30～15：30

講　師  三橋　あゆみ　さん 講　師  堀　信子　さん

持参物
 プラスチック製スプーン（鉢に土を
 入れる）・ビニール手袋・ウエット
 ティッシュ・汚れてもいい服装

持参物  カッターナイフ・筆記用具

材料費  100円

締切り  10月４日（月）

定　員  8名
材料費  700円

締切り  10月15日（金）
定　員  8名

お楽しみ講座

日 時；10月2日（土）

10：00～12：00

場 所；支援センター会議室

テーマ；～☆ストレッチボールで

簡単体操☆～

講 師；丸山 隆 さん

（ライフサービス）

参加費；無料

※タオル・飲み物を

持ってきてください。

コロナウイルス感染症の関

係で、開講日直前に講座が

中止・延期になることもあり

ます。

ご了承ください。

お楽しみ講座

鉢を素敵な容器に作り直して、

多肉植物の寄せ植えをしませんか。

※鉢のサイズ…高さ7cm、上の円の直径約7.5cm。

※時期により植える多肉植物の種類は変わります。

ペンキで好みの

色に塗ります。

交流サロン

すまいる
楽しい体操

日 時；9月25日（土）

13：30～15：30

場 所；支援センター会議室

参加費；無料

月に１回は体を動かしましょう！

気軽に集まって

おしゃべりしましょう

絵手紙の作品などに押す落款を

消しゴムハンコで作ってみませんか。

絵に味わいが出て、

絵手紙がグッと引き立ちます。

定員残りわずか



地震？

食中毒がいちばん多く発生するのは、春・夏・秋・冬のうち、どの季節でしょう？と

問われれば、多くの方が「夏」と答えるはずです。気温が高ければ、それだけ食べ物

が腐りやすくなるので当たり前のような気もしますが…

正解は秋です。

秋の豆知識 : 食中毒は秋が一番多い

食中毒の主原因はサルモネラ菌と腸炎ビブリオ菌。これらの菌は、気温25度以上になると一気に増殖します。

こういうと、やっぱり夏が危険という感じですが、夏の間は誰でも食品の管理には気を使っています。とこ

ろが秋になり涼しくなると気が緩むのか、危ない食品を平気で口にしてしまい、その結果食中毒になる人が

増えるのです。（秋は夏バテして体の抵抗力が落ちているということもあります。）

Net119 緊急通報システム

登録説明会

◇ 場所 ； 支援センター会議室

◇ 講師 ； 福山地区消防組合職員

① ９月 ２１日（火）

② ９月 ２６日（日）

③ ９月 ２７日（月）

時間は①②③とも

１３：３０～１５：３０

前回ご案内していた日が、コロナ感染拡大防止の

ための活動自粛期間中でしたので、開催日が次のよ

うに変更になりました。

参加希望の方は、用紙に名前・住所・FAX番号・参

加希望日を書いて、希望日の一週間前までに支援セン

ターへ直接提出するか、FAXしてください。

（FAX 084－973－8578）

受付が完了したら、Net119に登録するために必要な

書類をお渡しします。FAXでお申し込みの方へは郵送

します。

密にならないよう①②③いずれも定員１０人ほどで

す。先着順で希望日の振分けをいたしますので、お早

めにお申し込みください。

申し込み方法



CAS
人権交流C

Net119
①支援C

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

体操

4 5 6 7 8 9 10

休所

手話研Ａ 難聴手話 PC中級

11 12 13 14 15 16 17

寄せ植え 字幕

CAS 初心者PC PC要約

手話研 B 休所

18 19 20 21 22 23 24

休所

手話研Ａ 難聴読話 ハンコ すまいる

手話研 B

25 26 27 28 29 30 31

休所午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午前

午後

夜間

午前

休所午後

夜間

10月

午前

午後

夜間

ハンドクリーム
支援センター

夜間

午前

休所午後
Net119　③

支援センター

27 28 29 30

25 26

午前

休所 休所 休所

20 21 22 23 24

午後
Net119　②

支援センター

夜間

初心者パソコン
支援センター

PC要約
zoom

夜間
手話研修講座B

駅家公民館 休所

午後
手話研修講座A
すこやセンター

難聴読話
すこやかセンター

13 14 15 16 17 18 19

午前 休所
字幕
zoom

午後

午前

休所

夜間

6 7 8 9 10 11 12

午後

午前

休所

夜間

９月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

■ろうあ者相談員駐在日

月曜午後（第２・第４）

木曜午後（毎週）

土曜午後（第１・第３）

日曜午前（第２・第４）

■難聴者相談員駐在日

土曜午後（第４）


