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■２回目のワクチン接種者も増えています。１１月には、ワ

クチン接種の希望者全員が接種できそうです。ワクチンを接

種すれば新型コロナにはかからないというのは間違いです

が、万が一、新型コロナに感染しても重症化しないというこ

とは大きな安心材料です。また、治療薬の開発も進んでいま

す。

　新型コロナの問題解決にはあと２～３年はかかると言う専

門家もいます。しばらくは今の生活が続きそうです。

■第５波の全国のピークは８月２０日頃で２５，８００人ほどでした。広島県のピークも同じ頃で３８１人

でした。８月末から９月半ばにかけて、十分な治療を受けられず自宅待機のまま亡くなった人の問題がク

ローズアップされました。感染しても治療を受けられない、コロナ以外の病気でも医療を受けられないとい

う医療の状態は私たちを不安にさせました。

■第５波の特徴は、若い人の感染が増えたことです。新型コロナは若い人はかかりにくいと言われていまし

た。高齢者（６５歳以上）の感染が減ってきたのは、高齢者が先行的にワクチン接種を済ませたことが関係

あるかもしれません。現在、年齢に関係なくワクチン接種ができる取り組みが進んでいます。

■９月２０日現在、感染者数は減りつつあります。ピーク時

の１／１０になっています。しかし、秋冬の「第６波」が懸

念されています。

■２回目のマスク生活の夏が過ぎました。これから涼しくなるので暑苦しさから逃れられます。コロナ下の

不安や制約の多い生活はいつまで続くのでしょうか？

■２０２１年はコロナの新規感染者数の大きな波が３回ありました。「緊急事態宣言」や「蔓延防止等重点

措置」で対策が取られたのは、最近では第４波が４月２９日から６月２０日まで、第５波が８月６日から９

月３０日まで。どちらも３密（密閉・密集・密接）回避とマスク、手洗い、うがいの励行を基本に、社会全

体で人流の抑制、公共施設の閉館、イベントの自粛・無観客、飲食店の営業時間短縮や酒類の提供の自粛な

どの対策が取られました。一方でオリンピックやパラリンピックが行われました。

■アルファ株やベータ株、感染力がかなり強いと言われるデルタ株など次から次へと変異種が生まれていま

す。ミュー株という新しい変異種も。心配は尽きません。
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材料費  1,000円 持参物  はさみ・ピンセット

日　時  11月9日（火）13：30～15：30

場　所  支援センター会議室
日　時  11月27日（土）10：00～12：00

講　師  宝龍　絢　さん
場　所  支援センター会議室

持参物
 はさみ・ピンセット
 ハードタイプの透明スマホケース 講　師  上山　久美子　さん

締切り  11月20日（土）

定　員  8名 材料費  500円

締切り  11月5日（金） 定　員  8名

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。

日 時；10月23日（土）

13：30～15：30

場 所；支援センター会議室

参加費；無料

毎年恒例の押し花カレンダーです。

今年のお花や図案はどんなのでしょう？

小さな押し花を貼って、自分だけのカレンダー

を作りましょう。

講座の様子

２ヵ月お休みしましたが、10月から

再開します。久しぶりに楽しく

おしゃべりしましよう♪

バターやチーズが包丁にひっつかない切り方

バターやチーズ、ようかんなどを切るときに、包丁

にべったりとくっついてしまってストレスがたまる

ことはありませんか？

切るたびに毎回はがさなくちゃいけなくてめんど

うだし、手もべたべたしてしまうし。

そんな悩みを解決するとても簡単な方法があるん

です。

それは…

紙タイプのペーパータオルを

半分に折り、包丁の刃先をは

さんで切るというやり方！

こうすれば、写真のように

一枚一枚きれいに切れるんです。

ぜひ試してみてくださいね。

毎日使うスマートフォンだから自分好みの

ケースを使いたい。そんな方にぴったりの手

作りスマホケースの講座です。

見本

昨年のカレンダー



　緊急事態宣言が9月30日まで延長されたため、開催
日を再変更しています。
　参加希望の方はご相談に応じます。
　（FAX 084-973-8578）ご連絡ください。

日 時；11月6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

パートⅡ☆～

講 師；丸山 隆 さん（ライフサービス）

参加費；無料

楽しい体操

座ったままの状態でも、ボールを使うことによっ

て筋力アップや柔軟性アップ、コントロール能力

が身につくといった効果が期待できます。

無理なく楽しく体を動かしましょう。

※タオル・飲み物を持ってきてください。

旧西幼稚園から公民館への建て替え工事時に移し替えた白い彼岸花の球根。

今年もまた図ったようにお彼岸に合わせて満開となりました。

彼岸花の定番といえば真っ赤な赤色ですが、

実は赤色や白色以外にも品種改良によって

黄色やピンク、オレンジなど様々な品種が

誕生しています。

カレンダーのない大昔にも、

季節を知らせていたんでしょうね。
センターの花壇 9月24日満開の様子

Net119 緊急通報システム登録説明会

① １０月 １０日（日）

② １０月 １１日（月）

③ １０月 １２日（火）
時間は①②③とも

１３：３０～１５：３０

◇ 場所 ； 支援センター会議室

◇ 講師 ； 福山地区消防組合職員

格好つけたけど…



月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

体操

手話研Ａ

8 9 10 11 12 13 14

休所

レジン 難聴手話 PC中級

手話研 B

15 16 17 18 19 20 21

休所 字幕

手話研Ａ CAS 難聴読話 初心者PC PC要約

手話研 B 休所

22 23 24 25 26 27 28

カレンダー

すまいる

29 30

10月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

午前
楽しい体操

支援センター

午後

夜間

4 5 6 7 8 9 10

午前 休所

パソコン講座
支援センター

Net119　①
支援センター

夜間

午後
手話研修講座A

駅家公民館
難聴手話

すこやかセンター

16 17

午前
多肉植物寄せ植え

支援センター 休所
字幕
zoom

11 12 13 14 15

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

東部市民センター 休所

午後
Net119　②

支援センター
Net119　③

支援センター
難聴読話

すこやかセンター

23 24

午前

休所

18 19 20 21 22

夜間
手話研修講座B

すこやかセンター

午後
手話研修講座A

すこやかセンター
CAS

人権交流C
消しゴムハンコ
支援センター

すまいるサロン
支援センター

30 31

午前

休所

25 26 27 28 29

夜間

午後

午前

午後

夜間

午前

午後

11月

午前

休所午後

夜間

午前

午後

夜間

夜間

午前

休所 休所午後

夜間

■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）


