156

・赤い羽根共同募金運動について ……………… ２
・敬老の日お祝い事業について ………………… ３
・邑南町総合社会福祉大会の開催について …… ４
・「ボランティアの日」のお知らせほか ………… ５
・実習を終えて、日高夏海さんからの報告 …… ６
・11月の予定、法律相談会について …………… ７
・寄付金のお礼、今月の絵手紙ほか …………… ８

もくじ

2017.10.4
Ｏｃ
ｔ
ｏber

『いなほ会』
瑞穂地域ひとり暮らし高齢者の会

黄金に光り輝く稲穂が見渡す限り波を打つように、我々もこの稲穂と同じように、
誇りと生きがいのある老後を、ともに励まし合って力強く生きていこう！

～いなほ会の命名の由来から～
写真は9/15に開催した研修旅行での一枚。「石見銀山/熊谷住宅」では、
昔の暮らしを伝える展示品に懐かしさとゆったりとした時間を共に楽しむことができました。

この広報は、町民の皆様にご協力いただいた平成28年度共同募金の配分金を財源に発行しています。
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邑南町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金運動が始まりました！

10月３日（火）、赤い羽根共同

募金運動の一環として邑南町共同
募金委員会と邑南町社会福祉協議

会の役職員が町内の事業所、商店、
施設、学校、保育園、役場などを
訪問させて頂き、たくさんの皆さ

んにご協力いただきました。また、
各世帯の皆様には福祉委員さんを
通じて戸別に募金のお願いをさせ
ていただいています。今年寄せら
れた募金は来年度の地域福祉活動
の財源として大切に使わせていた
だきます。ご協力有り難うござい
ました。

「赤い羽根自販機」とは

「赤い羽根自販機」
の設置協力を募集しています。

飲み物を購入すると、その売上の
一部が、赤い羽根共同募金に寄付
される自動販売機のことです。

邑南町共同募金委員会では、自動販売機設置主様のご協力で飲料の売り上げの一部
を赤い羽根共同募金にご寄附いただく「赤い羽根自動販売機」の設置主様を大募集し
ています！この自販機は、気軽にできる社会貢献活動として県内各地に設置されてい
ます。設置に関する費用は全て無料です。お気軽にご相談ください。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

お問合せ先／邑南町共同募金委員会

☎８４－０３３２／０５０－５２０７－５４３４
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赤い羽根共同募金配分金事業

85歳をお迎えの方に「敬老の日」のお祝い
社会福祉協議会では、平成28年度に皆さまからいただいた
「赤い羽根共同募金」の配分金を財源に、本年85歳を迎えられ
る方（昭和７年１月１日から同年12月31日生まれ）に長寿のお
祝いをさせていただきます。
今年は153名（瑞穂31名、羽須美59名、石見63名）の方が対
象で、各地区社協や自治会の敬老会、また福祉委員さんを通じて
お祝状とお祝いの品を贈呈させていただきます。これからもどう
ぞお元気でお過ごしください。

名字を入れた風呂敷を
贈らせて頂きました。

羽須美「ほたる会」
・瑞穂「いなほ会」石見「さつき会」
が、

研修旅行を開催しました
！

ほたる会

いなほ会

ほたる会は、９月27日（水）に大田市大森の
国指定重要文化財熊谷家住宅の見学、国民宿舎
さんべ荘での昼食交流会を行ないました。生憎
の天候だったため予定をショッピングに変更し
ました。お店には日頃あまり目にしない珍しい
商品もたくさんあり、皆さん楽しそうに買い物
されるなど有意義な研修会となりました。
いなほ会は、９月15日（金）に会員31名
で石見銀山へ出かけました。秋晴れの中、大
森に残された昔懐かしい街並みの散策を楽し
み、会食での交流やおしゃべりを満喫してい
ただきました。「次は忘年会で会おう。それ
までお互い元気で頑張ろう！」と再会を約束
して研修を終えました。

さつき会は、９月13日（水）に旭温泉に出かけ
ました。当日は、手遊びを交えた脳トレ体操やひと
りひとりが折った紙ヒコーキを飛ばして距離を競う
「紙ヒコーキ大会」を行いました。「遠くまで飛ん
で！」と思いを込め一人ずつ紙ヒコーキを飛ばしま
した。まっすぐとよく飛ぶものや、すぐに落ちてし
まうものなど、一枚の紙から様々な飛び方をする紙
ヒコーキに皆で夢中になって楽しく過ごした一日と
なりました。

さつき会
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11月11日（土）～12月10日（日）

「住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる町」を目指して

“邑南町地域福祉推進月間”への取組み

邑南町では、地域住民が地域福祉活動に積極的に参加されるきっかけをつくるため
に、上記期間を「邑南町地域福祉推進月間」と定め、様々な取り組みを展開していま
す。皆さんも積極的にご参加ください。

第12回邑南町総合社会福祉大会
開催日時

11月14日（火） 9時半～12時半

健康センター元気館において「第12回邑南町総合社会福祉大会」を老人クラブ連合
会、民生児童委員協議会、邑南町社会福祉協議会の３団体で開催いたします。
今年の記念講演は、落語家の春雨や落雷さんを講師にお招きします。当日は、「江戸古
典落語」と「笑って健康〝笑いと免疫力そして…健康″」の２部構成からなるお達者落語
会と題して笑いの不思議な力について面白おかしくお話ししていただきます。入場料は無
料です。どなたでもご参加いただけますので多数ご来場ください。みなさんのご参加をお
待ちしています。

表彰式典

9時半～
 10時15分まで

記念講演

10時半～
 12時まで

当日は、邑南町社会福祉協議会の法人運営や
事業推進に功績のあった方々への邑南町社会福
祉協議会会長表彰並びに感謝状の贈呈が行われ
ます。また、老人クラブ連合会会長表彰として
会員の方への表彰も併せて行われます。

～落語家 春雨や落雷さんを迎えて～

『お達者落語会』
春雨や落雷さんプロフィール

●本名／安部正之さん 島根県松江市在住
（有）ABEメディカルサーポート代表
平成18年、4代目春雨や雷蔵に入門。春雨や落雷を
襲名。平成24年6月、一門の真打に昇進。平成21年、
安部整形形成外科医院を後進にゆずった後、お達者
落語会を主帝。年間およそ70回の口演で、笑いの不
思議な力について面白おかしく全国各地で口演中。
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映画上映会のお知らせ
男女共同参画を進める会「スキップの会」が

映画「食堂ゆすかわ」を上映

限界集落「愛媛県遊子川地区」で、住民が力を合せていきいきと、そし
てしたたかに立ち上がった皆さん！講演会を聴き映画を観て、輝いて生き
抜く女性たちのエネルギーを共に学びましょう‼
「このまま何もしなければ、地域が立ち行かなくなる」
遊子川地区は、人口約340人、高齢化率54％の限界集落。
危機感を抱いた地区住民たちが、映画づくりに乗り出した。
－映画で地域を盛り上げよう！－
「食堂ゆすかわ」は特産の高地栽培トマトをモチーフに、秋から冬
そして春にかけて美しい遊子川の風景と、そこに生きる人間関係を
描いた作品。地域の老若男女62人が出演する約80分の映画です。

11月5日（日） 会場／田所公民館 大ホール

平成29年

開場/9時30分
【10時～ 12時】

内容／第1部：遊子川地区の取り組み事例等講演 第2部：映画「食堂ゆすかわ」上映

主催／スキップの会（男女共同参画を進める会）協力／（一社）コミュニティーパートナーズ
後援／邑南町・邑南町教育委員会・公民館連絡協議会・邑南町社会福祉協議会

お問い合わせ／田所公民館（☎８３－０５１８）

活動テーマ「できる人 が

 できる時に・できるだけを」

「邑南町ボランティアの日」

●実 施 日
●集合場所

入場料
無料

１１/１1㈯

各公民館など

今年も邑南町地域福祉推進月間にあわせ、各
地区社協で日時を決めて「邑南町ボランティア
●活動の内容
の日」の取り組みが実施されます。毎年たくさ
など
んの方々が環境美化活動を中心とした活動に参
加され、それぞれの地域での世代間交流を交え
＊活動に必要な道具は
ながら爽やかな汗を流されています。
各自ご持参ください
ボランティアは自分にできることから始めら
（軍手・火箸など）
れる身近な活動です。社協では、この機会を通
じてボランティア活動を始めるきっかけづくり ＊地域によって実施日が異なります。
にしていただきたいと思います。たくさんの皆 社協ホームページ http://ohnan-shakyo.or.jp/
または、ケーブルテレビで実施日を確認の上ご参加ください。
さんの参加をお願いします。

環境美化活動

お問合せ先 社会福祉協議会 ℡/84-0332 または IP/050-5207-5434
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日高夏海さん（田所地区出身）からの実習報告

おおなんの地域づくりに

「世代間交流ができる集いの場」が必要だ！
社会福祉協議会は、高知県立大学より日高
夏海さん（田所出身）を８月14日から約１
カ月間、相談援助実習生として受け入れまし
た。今月号では、日高さんが自分の生まれ
育った邑南町での実習を通しての学びの成果
と報告をお届けします。

世代を超えた交流が地域力を向上させる！

〈地域のサロン活動での実習の様子〉

今、邑南町の地域づくりには「世代間交流ができる集いの場」が必要であると考えま
す。高齢者の方の中には「いきいきサロン」や「ミニデイ」、「体操教室」に参加され
ている方も多くいらっしゃいます。また、スポーツ少年団の活動や子育てサロンで子ど
もや親同士が交流する場も多いように思います。しかし、若い世代の方の集う場や世代
を越えた交流の場が少ないのではないかと感じました。生活の中の困りごとを地域全体
の課題として考え、助け合っていく力をつけるために各世代が集うことができる場をつ
くることが大切だと考えます。

実習生が提案する解決策
子どもから高齢者まで、
誰もが「役割」をもって
参加できるような集いの
場をつくる！

①グラウンドゴルフ
⇒高齢者が子ども達の指導役となって子どもや若者
に教えることで「高齢者」の役割意識が向上する！
②テレビゲームなど現代の機器を活用
⇒子どもが高齢者の方にゲームのやり方を教えるこ
とで、「子どもたち」の役割意識が向上する！
③運動会
⇒世代を超えて誰でも楽しめるように工夫を凝らす
ことで、「地域みんな」の役割意識が向上する！

まとめ

交流を通して世代間の生活課題を地域の中で補っていく力がついてくる!
実習中たくさんの人たちから「おかえり！」「早く帰って来んさいね！」とあ
たたかい言葉を掛けていただき、とても元気をもらいました。懐かしい出会いや
新しい出会いもたくさんあり嬉しかったです。邑南町の出身ですが、初めて足を
運ぶ地域も多く新しい魅力をたくさん発見することができました。一度邑南町を
離れてみると、今まで当たり前だと感じていたことが実はすごいこと、誇るべき
ことであることに気付くことができました。大学でしっかり勉強し、また邑南町
に帰って来たいと思います。

おおなん社協
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11月

お知らせカレンダー
11月

行

事

開催場所

1 水
2 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

3 金 文化の日
4 土 瑞穂地域子育てサロン 元気館 10時～11時半
5 日
6 月
7 火 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
8 水
9 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

10 金
11 土 邑南町ボランティアの日
12 日
13 月
14 火 邑南町総合社会福祉大会 元気館 9時半～
15 水
16 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

17 金 こころの健康相談

県央保健所13時半～15時半

18 土 法律相談

社協本部（高原）10時～

19 日

予約が必要です

開催日：11月18日㈯ 10時～
場 所：社会福祉協議会 本部（高原）
相談員：弁護士 波田 幸久 氏
申込先：社会福祉協議会

℡84-0332まで

ポータブルトイレ・浴槽の手すり・
シャワーチェアーなど

福祉用具に関すること、
お気軽にご相談下さい！
お問合せ先
邑南社協福祉用具貸与･販売事業所
℡84-0818まで

会員募集中!
シルバー人材センター

20 月
21 火

法律相談会のご案内

肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
石見地域子育てサロン 矢上交流センター 10時～11時半

22 水
23 木 勤労感謝の日
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火
29 水
30 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

各種相談会に関するお問合せ先

シルバー人材センターは６０歳以上で

こころの健康相談
県央保健所窓口 ☎0854-84-9823

元気で働く意欲のある方なら、どなたでも
会員登録できます。関心のある方、シルバー
人材センターまでお問い合わせください！

※日程等が変更になることもあります。事前の予約が必要です。

エイズ・肝炎相談・検査
県央保健所窓口 ☎0854-84-9826

お問合せ先 シルバー人材センター事務局 TEL８４-０１２３
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平成
年９月

多くの方から、心温まる寄

付金をいただきました。この

寄付金につきましては、高齢

者福祉、障がい者福祉、児童

様

福祉推進事業をはじめとし、

德美

様

地域福祉推進（地区社協への

吉賀

正博

様

助成等）の組織化及び活動の

井上

勝平

様

貴重な財源として活用させて

大屋

康志

様

いただきます。心よりお礼申

上田

勇生

し上げます。

片桐

末継

〔一般福祉事業へ〕
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平成29年度 社会福祉協議会 専門相談会 開催一覧（予約制）
町民のみなさまにいただいた、平成２８年度共同募金の配分金を財源として下記の通り専門相談会を開催しています。

■法律相談

開催予定日
１１月１８日（土）
Ｈ３０年 １月２０日（土）
Ｈ３０年 ３月２４日（土）

開催場所
社協／本部
社協／西部サービスセンター
社協／東部サービスセンター

担当弁護士
弁護士 波田幸久
弁護士 本家泉衣
弁護士 南 秀樹

■司法書士相談

開催予定日
開催場所
担当弁護士
１２月１６日（土）
社協／東部サービスセンター
司法書士 植田弘樹
Ｈ３０年 ２月１７日（土）
社協／本部
司法書士 日野 稔
＊本部/高原小学校前・西部/邑智病院となり（中野）・東部/安心センターはすみ（下口羽）
相談料は無料です。相談事業の秘密は必ず守ります。安心してご相談下さい。

お問合せ先/社会福祉協議会

☎84-0332/050-5207-5434

チャリティイベント

開催案内
邑南和楽チャリティ余芸大会
●開催日
●場 所

10月29日（日）午前10時～

今月の絵手紙
社協では、ボランティアさんの協力を
得て配食サービスのお弁当に月一度、絵
手紙を添えてお届けしています。
毎月はがきには季節を感じさせる絵と
真心が込められた優しいメッセージが添
えられています。
協力ボランティアグループ「高原絵手紙文通サークル」

矢上交流センター

口羽チャリティ芸能発表会

●開催日 11月18日（土）午後６時～
●場 所 口羽公民館

阿須那チャリティ芸能大会

●開催日 11月25日（土）午前11時～
●場 所 阿須那自治会館

「配食サービス」に関するお問い合せ先

社会福祉協議会／℡84-0332

