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神楽大会を開催しました！
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社会福祉協議会の趣旨に賛同し、応援してくださる

「賛助会員」を募集します！
邑南町社会福祉協議会では、『「住みたくな
る！住んでよかった！住み続けたい！」安心して
豊かに暮らせる田舎づくり』を基本理念に、住民
一人ひとりの主体的な参加と協力によって、地域
福祉活動を推進するために「住民会員制度」を取
り入れています。
毎年５月には、町内全世帯を対象に一般会員へ
の加入（800円／年額）をお願いしており、みな
さま方から頂いた会費は、会員世帯にご不幸が
あった際、ご遺族の方に弔電及び香資を捧げて弔
意を表しているほか、新盆のお供え事業や邑南町
社会福祉協議会が実施する様々な事業の貴重な財
源として、みなさまのより身近なところで地域福
祉の充実のため活かされています。
今年度より更に本会活動・事業を財政的に支援
していただく個人を対象とした「賛助会員」を募
集しています。一人でも多くの方に活動の趣旨を
ご理解いただきご支援を賜りますようお願い申し
上げます。
●会費の額
賛助会員（１口あたり） 年額１０００円
●納入方法
社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。
総務課 ☎84-0332／（IP）050-5207-5434

「一般会費」お礼
平成28年度邑南町社会福祉協議
会「一般会費」について各世帯の
みなさまにご協力いただきありが
とうございました。また、地域の
福祉委員のみなさま方には大変お
世話になりました。
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第12回目は羽須美地域を会場に

写真は、口羽神楽団の「伊吹山」の様子…コミカルな舞と、大蛇との迫力ある
合戦の場面に会場は熱気に包まれていました。口羽神楽団の皆さんには当日ま
での細やかな準備や調整など大変お世話になりました。
ありがとうございました。
６月25日（土）、羽須美体育館において「第12回邑南町チャリティ神楽大
会」を開催しました。今年は羽須美、瑞穂、石見地域から各２団体（計６団
体）に出演していただき、来場された町民の皆さんには最後まで熱心にご観覧
いただきました。神楽団の構成はベテランの皆さんから高校生までと幅広く、
次世代を担っていく高校生の真剣な表情が頼もしく、また会場では小さな子ど
もたちが体をいっぱいに動かして真似て舞う姿がとても可愛らしく印象に残り
ました。
当日皆さまからお寄せいただいた御花は、10月から始まる「赤い羽根共同募
金」として、地域福祉推進事業の財源とさせていただきます。
毎年この神楽大会を支えてくださっている町内神楽団の皆さん、バザーを出
店していただいた「あすな会」・「邑南町手をつなぐ育成会」の皆さん、そし
て何より会場で終始あたたかい声援を送ってくださった町民のみなさん、ご協
力ありがとうございました。

「手をつなぐ育成会」が活動ＰＲ
邑南町手をつなぐ育成会では、昨年に
引き続き今年も神楽大会でバザーを出店
されました。メニューはお手製の「カ
レーライス」です。育成会は全国的に会
員の減少により解散されるところが多い
中、邑南町では皆で力を合わせて頑張っ
ておられます。その活動の一環として地
域の皆さんとの交流を目的にバザーを始
められました。育成会と聞けば『美味し
いカレーライス！』と言ってもらえることが目標で、これからも機会があれば
出かけて行かれますので皆さんよろしくお願いします。

賑やかに「チャリティ神楽大会」を開催しました！
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『いきいきサロン』活動紹介
各地区社協で工夫を凝らした楽しいサロン活動が実施されています。
それぞれの地域のサロン活動を紹介します。

口羽地区社協口羽町自治会

６／５（日）、今年度第１回目のいきい
きサロンを実施しました。何の通告もなく
朝９時30分の集合と同時に自治会長の「炊
事場が火事だ～！」の大声で避難訓練を開
始。突然のことに参加者は驚いた様子で避
難にもかなり時間がかかりましたが良い経
験になりました。その後は、消防署の方か
ら消火器の使い方や救急車を呼ぶ場合の電
話対応などの指導を受けました。

日和地区社協日和中央自治会
４／10（日）、日和公民館前庭で、春
の穏やかな日差しの中「お花見会」を実
施しました。感嘆の声の出る花吹雪の下
で車座になって、いつものように手足を
動かして頭の体操をした後、アコーディ
オンの伴奏で「春が来た」「さくらさく
ら」など７曲を合唱しました。お花見弁
当で話もはずみ素晴らしい「花見会」を
堪能しました。

日貫地区社協日貫中央自治会

５／16（月）、今年度２回目のいきいき
サロンは参加者みんなで「うどん打ち」を
しました。みなさん本当に楽しそうに大は
りきりで頑張りました。腰のある「美味し
いうどん」が出来上がり楽しく語り合いな
がらお昼にいただきました。今度は「そば
打ち」なんてリクエストもありました。
この度は熊本地震の被災者の方へ思いを
寄せて、参加者のみなさんから義援金が寄
せられ山陰中央新報社を通じて届けました。

（5）

おおなん社協

2016.7 No.141

「邑南町ひとり暮らし高齢者の会」で
総会を開催しました

６月13日（月）、「邑南町ひとり暮らし高齢者の会」総会がいこいの村しまねで開
催されました。あいにくの空模様でしたが、126名の会員のみなさんが参加され盛大
に行われました。総会の後は、恒例の昼食交流会を行い終始和やかに賑やかに会食を
され、また入浴や買い物なども楽しまれました。
午後からは、邑南町出前講座『マイナンバー制
度って何？』と題し、講師に役場総務課の新屋聡
士氏を迎え、個人番号制度について話を伺いまし
た。出前講座では、申請の方法やマイナンバーの
活用、また関連する特殊詐欺への注意喚起など説
明がありました。会員さんから「高齢になってか
ら新しい仕組みに対応することはなかなか難し
役場の方から出前講座「マイナンバー い」、「まだマイナンバーを使うことが少ないよ
制度」について話を伺う様子。
うだが、やってみないと実感が湧かない」、など
現実的な意見が多く出ていましたが、新たな社会の在り方、新たな時代の流れに接す
る良い機会になられたのではないかと思います。
また、総会には新会員さんの姿も多くみられる一方で、参加される会員のみなさん
の高齢化も進んできています。今後は交流会や研修会等を通して、会員のみなさんが
住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができるように、ひとり暮らし高齢
者の方々が利用することができる行政や社会福祉協議会等が行っている福祉サービス
等の情報をお伝えしていくことが大切だと感じました。
帰りの送迎車の中では、「少し難しい内容の講演だったけど、新しい珍しい言葉を
聞けて良かったと思う」「普段は一人でテレビばっかり見ているが、それではいけん
と思った」などと話しておられ、外出することの大切さを感じられた方もおられまし
た。
今後も会員のみなさんの日々の生活の楽しみや気分転換、また喜びや苦しみを分か
ち合う場の一つになればと、ほたる会、いなほ会、さつき会で様々な行事が予定され
ています。みなさん是非ご参加ください！
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社会福祉法人邑南町社会福祉協議会
西部サービスセンター センター長 天川 久恵
邑南町中野3848番地2/TEL95-0090

中学生との「福祉交流会」と「バラ園見学」

中学生との福祉交流会
６月14日（火）、西部デイサービスに石見
中学校から２年生の生徒12名に来ていただき
福祉交流会を行いました。
生徒さんは交流会の事前学習として、利用
者のみなさんがいつもデイサービスでどのよ
うに過ごされているのかを職員に質問した
り、施設の広さやつくりはどうなっているかを見学するために来所してくれました。
交流会当日、会の流れやゲームの進行などは中学生が担当して自分たちが考えたゲー
ムや創作活動を利用者の方と一緒に行いました。始めはぎこちない感じもありました
が、利用者の方のペースや体調の配慮などにも気を使いながら交流する姿を見ている
と、事前に学習したことを活かしながら、利
用者の方にすこしでも楽しい時間を過ごして
もらえるように生徒たちで一生懸命考えてく
れたんだと感じるような内容でした。利用者
の方たちも「いい思い出になったよ」と終始
笑顔が絶えなかった交流会になりました。

バラ園を見学
５月18日（水）、19日（木）に香木の森「バラ園」に見学に行きました。当日は天候
も良く絶好の花見日和になりました。バラ園のバラは満開で利用者の皆さんは掲示して
あるプラカードで花の名前を確認したり、花の香りを愉しまれる姿がみられました。利
用者の方の中には、なかなか出かける事が出来ない方もおられたので、「こんなところ
があったのか？！」とびっくりされている方やバラの花をもらって嬉しそうにされてい
る方もあり、季節を感じて楽しんでいただけた様子でした。

訪問介護事業所

今回は『手軽で簡単にできる献立』をそれぞれのヘルパーが出
し合い、訪問に役立てたいと調理実習を計画しました。新たなメ
ニューが加わり活用して頑張っています。
メニュー

・高野豆腐の衣とんかつ
・フライドポテト ・ちちゃ生酢
・サランラップでできる茶碗蒸し
・炊き込みご飯 ・チキン南蛮 ・白和え
・具だくさん汁 ・鶏ハムとひじきの煮物
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８月

お知らせカレンダー
８月

行

事

開催場所

1 月 「サマーボランティアスクール」～19日まで
2 火 こころの健康相談

県央保健所13時半～15時半

3 水
4 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

5 金 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
6 土 瑞穂地域子育てサロン 元気館10時～11時半
7 日
8 月
9 火

司法書士相談会の
ご案内

開催日：8月20日㈯ 10時～
場 所：社協 本部（高原）
相談員：司法書士 植田 弘樹
申込先：社会福祉協議会

℡84-0332まで

今年も小学５・６年生と中学生が
サマーボランティアに挑戦します！

10 水
11 木 山の日
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火 こころの健康相談

口羽公民館13時半～15時半

17 水
18 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

19 金 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
20 土

司法書士相談会

社協本部（高原）10時～

教育相談会

瑞穂小学校通級指導教室
瑞穂中学校通級指導教室

21 日 教育相談会

13時～
9時～

22 月
23 火
24 水
25 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

26 金
27 土
28 日
29 月
30 火 矢上地域子育てサロン 矢上公民館 10時～12時
31 水 こころの健康相談

矢上交流センター13時半～15時半

各種相談会に関するお問合せ先

※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。

こころの健康相談
県央保健所窓口 ☎0854-84-9823
エイズ・肝炎相談・検査
県央保健所窓口 ☎0854-84-9826

今年も、小学校５・６年生と中学生を
対象とした夏休みサマーボランティア体
験を実施します。
この事業は町内の保育所やデイサービ
スなど33施設のご協力を得て開催してお
り、今年は126名の子どもたちが挑戦し
ます。
毎年、施設の方々にはボランティア受
け入れのため様々な準備や気遣いをして
いただいています。今年も子どもたちへ
貴重な体験の場・学びにご協力いただけ
ることに感謝しながら、ひとりでも多く
の子ども達がこの体験から素敵な発見を
してくれることを願い応援したいと思い
ます。
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シルバー人材センター

年６月



田中

高橋

隆

智也

様

様

〔一般福祉事業へ〕

大 庭 下

屋

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。

様

西部サービスセンター
居宅介護支援事業課
居宅介護支援専門員
退職
服部富二子
（嘱託職員）

平成28年６月30日付

日野百合江

今月の絵手紙





様

職 員の 退 職

様

お問合せ先 シルバー人材センター事務局 TEL８４-０１２３

博樹

真弓

 藤田

森田

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！

28

岩

田 所 下



広島市（中野原）

明 泉 谷

シルバー人材センターは６０歳以上で

平成

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
福祉推進事業をはじめとし、
地域福祉推進（地区社協への
助成等）の組織化及び活動の
貴重な財源として活用させて
いただきます。心よりお礼申
し上げます。

会員募集中!
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協力ボランティアグループ「高原絵手紙文通サークル」

新たな顔ぶれ

地区社会福祉協議会会長の

交代がありました。
今年度、阿須那地区社会福祉協議会で開催された
総会において、新たな阿須那地区社会福祉協議会の
会長として松島道幸さんが就任されました。

阿須那地区社会福祉協議会

会長

松島

道幸

