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夏休みだ！子どもたちが輝きを増す体験活動
「サマーボランティアスクール」開催!
今年も小学校５･６年生と中学生を対象としたサマー
ボランティアスクールを開催しました。この事業は、
町内の保育所や高齢者･障がい者施設等の協力を得て
実施しており、今年は106名の子どもたちがボランテ
ィア体験に挑戦しました。体験日の朝、参加する子ど
もたちの多くは少し緊張した表情ですが、その場に身
を置いて時間を過ごすうちに少しずつ笑顔がみられる
ようなります。また、相手の話に心と耳を傾け寄り添
う姿が見られるなど、子どもたちが輝きを増す体験活
〈ケアセンター三笠での体験の様子〉
動のひとつになっています。

「サマーボランティアリーダー研修」開催！

７／25～26、国立三瓶青年の家で「おおなんサマーボランティアリーダー研修」を開催し、町内の小学生
18名が参加しました。今年も教育委員会、公民館連絡協議会と社会福祉協議会の合同開催で共に福祉教育等
の推進を目的に「人の話を聞く力」「判断する力」「決断する力」「発言する力」「伝達する力」の“５つ
の力”を身につけてもらいたいと“ＳＡＰ”や“野外炊飯”
“三瓶登山”など体験しました。子どもたちは様々な
体験活動を通じて人と関わることの大切さや楽しさを感じたようで、「来年も参加したい！」という声がた
くさん聞かれました。今後、社会福祉協議会ではひとりでも多くの子どもたちがこの経験を活かして将来、
邑南町を担っていくリーダーとして成長してくれることを期待しています。
vol.154

平成29年8月4日発行

島根県邑智郡邑南町高見485番地1 Ｔel.0855-84-0332

発行 ● 社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

IP電話：050-5207-5434 Fax.0855-84-0460
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。

おおなん社協

2017.8 No.154

（2）

社会福祉法人・医療法人地域貢献連絡協議会で
各法人の活動を知っていただくための
パンフレットを作成しました！
社会福祉法人改革に伴い、平成28年12月に現行
の福祉制度では対象とならない、対応できないと
いったニーズ等、「邑南町における地域の生活問題
や課題等を発見し、その解決を柔軟かつ機動的に図
ること」を目的として、町内の６社会福祉法人と１
医療法人で連携して、邑南町社会福祉法人・医療法
人地域貢献連絡協議会が発足しました。
この度、地域貢献連絡協議会でそれぞれの法人の
取組み、思い、事業の紹介などをまとめたパンフ
レットを活動スタートとして作成しました。作成し
たパンフレットは９月頃に町内の全世帯にお届け
させていただくことにしています。この冊子で各法
人のすべてをお伝えすることは難しいですが、町内
にある法人のことを少しでも知っていただき、町内にある社会福祉法人・医療法人の活動
に関心を寄せていただくことができれば幸いです。また、パンフレットは就職フェア等で
広く活用することで医療・福祉人材の確保などにも役立てていければと考えています。
今後、私たち地域貢献連絡協議会では、各法人間のネットワークをさらに深め互いの法
人が持つ専門分野を活かしながら、地域に貢献できる新たな活動を展開していくことにし
ています。

徳祐会

社会福祉法人
邑南町社会福祉協議会

医療法人

地域貢献活動

社会福祉法人
島根県社会福祉事業団 緑･風園

社会福祉法人
邑智福祉振興会

社会福祉法人
瑞穂福祉会

社会福祉法人
おおなん福祉会

社会福祉法人
石見さくら会

邑南町社会福祉法人・医療法人地域貢献連絡協議会
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福祉用具に関する知識を深める研修会を開催しました！

適切な福祉用具の活用で、自立した在宅生活を支えます！
邑南社協福祉用具貸与事業所では、在
宅介護を支えるため在宅介護に必要な
福祉用具に関する相談・貸与を行ってい
ます。
近年、福祉用具もより使いやすく快適
なものへと新しくなっています。そこ
で、当事業所では介護保険サービスに係
る事業所職員を対象とした、社協内研修
を行いました。今回は、パラマウント
ベッド、パラマウントケアサービスの社
員の方の指導の下、最新のベッドやマットレス、新製品の車いすなど福祉用具について
の知識や使用方法を学びました。
邑南社協福祉用具貸与事業所は、これからも町内の各事業所と連携しながら、利用さ
れる方の心身の状態、生活環境、要望に合うもの、またご家族の方の介護負担軽減を考
慮した福祉用具を選定し、利用される方
の自立した在宅生活をサポートしていき
ます。また、ポータブルトイレ・浴槽手
すり・シャワーチェアーなどの福祉用具
の販売も行っております。福祉用具に関
するご相談は、担当ケアマネージャー、
邑南社協福祉用具貸与事業所までご連絡
ください。

お問合せ先

邑南社協福祉用具貸与事業所

℡84-0818

「耳の聞こえ」や「言葉」に不安をお持ちの方へ

各センター窓口に「筆談ボード」を
設置しました！
耳の聞こえや言葉に不安をお持ちの方とのコミュニ
ケーションを図るため、各センター窓口に、
「筆談ボー
ド」を設置いたしました。
どうぞ、お気軽にご利用ください。

筆談対応
いたします。
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『いきいきサロン』活動紹介♪
各地域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。
各地域のサロン活動の様子を紹介します。

●高原布施地区社会福祉協議会／銭宝ブロック／参加者２３名
５月31日（水）、青少年旅行村で「グラン
ドゴルフを楽しもう」とサロンを開催しまし
た。暑さを心配しましたが曇り空のちょうどい
い天気でほっとしました。はじめての方、足の
不自由な方もおられましたが、各グループで助
け合いながら楽しんでいただきました。「涼
しゅうなったらまたやろう！」との要望もあり
ました。炎天下での競技や、歩くようなけーと
参加を見送られた方もありましたが、これまで
参加されていない方もあり、こうした企画も参
加の幅が広がったかなと思いました。

●中野地区社会福祉協議会／中野中央自治会／参加者２７名
６月２日（金）、自治会、参加者の皆さん
は８時半に集合して自治会館周辺の草取り、
さつきの枝切り等の作業をしました。途中、
十分なる水分補給にあわせてお茶菓子で休憩
をとり昼食はお弁当を開いて楽しい交流の場
となりました。その後、桃源の家の伊達所長
さんによる「桃源の家の現状と高齢者の生き
方」についてのお話を伺いました。限りある
人生の中、日頃思っていることが明確に聴講
できて良かったとの声があり有意義な時間を
過ごすことができました。

●阿須那地区社会福祉協議会／阿須那自治会／参加者２８名
６月23日（金）、朝９時ごろから集まり
お茶会を開始しました。10時頃から森田保
健指導員に椅子に座って行うタオル体操を指
導してもらい、島大医学部の大学生も一緒に
体を動かしました。午後は、元教師の守山先
生にピアニカを使って懐かしい歌や、新しい
歌など１２曲を演奏していただき皆で楽しく
歌いました。

（5）

おおなん社協

2017.8 No.154

東部センターたより
東部デイサービス
「お米」
を作っています！

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会
東部サービスセンター センター長 坂之上 實
邑南町下口羽384番地／TEL87-0843

軽度生活支援ハウス
七夕に願いを込めて

軽度生活支援ハウスでは現在13名の方
がデイサービスやホームヘルプサービス等
を利用しながら、それぞれ自立した日々を
過ごされています。朝は血圧や体温を測定
し、お互いに顔を会わせて今日の一日の始
まりです。

デイサービスでは、今年は中庭で稲作を
計画しました。皆さん心をこめ
て丁寧に苗を植えておられ、秋
までの成長が楽しみです。

「運動会」
を行いました！

６月下旬に運動会を行いました。玉入れ
やリレー競技など紅白に別れて外の暑さに
負けないほどの熱戦が繰り広げられまし
た。

セーフティ･ドライバー安全運転競技会に参加
職員みんなで安全運転を心がけています！

６月24日、石見自動車教習所で第12回
邑智郡セーフティ・ドライバー安全運転競
技会が開催され、東部サービスセンターより訪問介護事業所の服部佳奈
職員が出場し、優秀な成績を納めました。
これからも東部サービスセンター全員で、交通ルールの遵守と交通マ
ナーの実践を取り組んでまいります。

おおなん社協
福岡県共同募金会
大分県共同募金会
秋田県共同募金会
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災害義援金の募集について

「福岡県共同募金会」、「大分県共同募金会」、「秋田県共同募金会」では、災害で
被災された方々を支援することを目的に下記のとおり義援金を募集しています。

●福岡県共同募金会● 「平成29年７月５日からの大雨災害義援金」募集

平成29年７月５日からの大雨により、福岡県各地で死傷者・行方不明者等の人的被害や、
家屋の全壊・半壊、多数の床上・床下浸水等の深刻な被害が発生し、福岡県内１市１町１村
（朝倉市、添田町、東峰村）に災害救助法が適用されました。福岡県共同募金会では、被災さ
れた方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。みなさまのご協力をお願いいた
します。

●大分県共同募金会● 「大分県豪雨災害義援金」募集

平成29年７月５日からの大雨により、死傷者等の人的被害や、建物の全壊・半壊、床上・
床下浸水等、多数の被害が発生し、日田市、中津市に災害救助法が適用されました。大分県共
同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施し
ます。みなさまのご協力をお願いいたします。

●秋田県共同募金会● 「秋田県大雨災害義援金」募集

平成29年７月22日からの大雨により、大仙市など県南部を中心に広範囲にわたって床上浸
水等の被害が発生しました。秋田県共同募金会では、この大雨で被災された方々の生活支援等
を図るため、義援金の募集を行います。みなさまのご協力をお願いいたします。
●受付期間
平成29年８月31日（木）まで（＊延長することがあります。）
●義援金の受付方法
①振込・振替（詳細はホームページhttp://ohnan-shakyo.or.jp/でご確認ください）
②現金書留による義援金の送付について
・大分県共同募金会 〒870-0907 大分市大津町2-1-41 大分県共同募金会 宛
・福岡県共同募金会 〒816-0804 福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ内
社会福祉法人福岡県共同募金会 宛
・秋田県共同募金会 〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館２階
社会福祉法人秋田県共同募金会 宛
＊現金書留用封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料が免除されます。
●その他 詳細はホームページhttp://ohnan-shakyo.or.jp/でご確認ください

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」

おおなん社協
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９月

お知らせカレンダー
９月

行

事

開催場所

1 金
2 土

瑞穂地域子育てサロン 元気館10時～11時半
こころの健康相談

県央保健所13時半～15時半

3 日
4 月
5 火 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
6 水
7 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

法律相談会のご案内
予約が必要です

開催日：9月23日㈯ 10時～
場 所：東部サービスセンター
（下口羽：安心センターはすみ）
相談員：弁護士 南 秀樹 氏
申込先：社会福祉協議会

℡84-0332まで
秘密は守ります。
安心してご相談下さい

8 金
9 土
10 日
11 月 思春期こころの健康相談

県央保健所13時半～15時半

12 火
13 水

石見法律相談センター

『一斉相談会』開催のお知らせ

14 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

弁護士による相談です！

15 金 こころの健康相談

県央保健所13時半～15時半

●開催日 ９月２２日（金）
●場所／時間
川本会場（川本町役場）
１３時～１６時まで
浜田会場（石見法律相談センター）
１０時～１６時まで
大田会場（大田市民センター）
１０時～１６時まで
江津会場（江津市役所１階）
１０時～１６時まで
●相談時間
４０分以内
●予約先
石見法律相談センター
℡0855-22-4514
●相談料金 原則無料

16 土
17 日
18 月 敬老の日
19 火

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

20 水
21 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

22 金 一斉相談会
23 土

秋分の日
法律相談会

東部サービスセンター 10時～

28 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

24 日
25 月
26 火
27 水
29 金
30 土

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。

思春期こころの健康相談・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

おおなん社協
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平成
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年
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多くの方から、心温まる寄
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   西   
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植田

吉賀

明美

明裕

昭博

様

様

様

様

様

様

晴悟

正博

奥瀧

〔奨学資金事業へ〕

付金をいただきました。この

寄付金につきましては、高齢

野田

高 見
   町
   

社協会費のお礼

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

義秀 様

平成 年度邑南町社会福祉
協議会の会費についてご協力
いただきありがとうございま
した。また、地域の福祉委員
の皆さま方にはお世話になり
ました。
この会費は、地域福祉推進
やボランティア活動支援など
の事業を進めるための大切な
財源とさせていただきます。
今後ともご理解、ご協力を
頂きますようお願いいたしま
す。

平成 年度社協会費
２，
８２２，
４００円
 （平成 年７月末現在）

29

貴重な財源として活用させて

口羽

様

様

様

いただきます。心よりお礼申

し上げます。



〔一般福祉事業へ〕
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米田
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後 木
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大

広島市（奥亀谷）

小 河
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「老人の日・老人週間」における県立施設の無料開放について
平成29年度「老人の日・老人週間」に関する取り組みとして、県立８施設の高齢
者を対象とする入館料が無料となりますのでお知らせします。
対象期間 老人の日・老人週間 ９月15日（金）〜21日（木）
※ただし９月19日（火）は休館日（「しまね花の郷」、
「三瓶小豆原埋没林公園」は無休）
対象者の方
年内に満65歳以上になる高齢者（昭和27年12月31日以前に生まれた方）
対象施設（８施設）
１．島根県立美術館（松江市）
２．島根県立八雲立つ風土記の丘展示学習館（松江市）
３．花ふれあい公園「しまね花の郷」（出雲市）
４．島根県立古代出雲歴史博物館（出雲市）
５．島根県立宍道湖自然館ゴビウス（出雲市）
６．島根県立三瓶自然館サヒメル・三瓶小豆原埋没林公園（大田市）
７．島根県立しまね海洋館アクアス（浜田市、江津市）
８．島根県立石見美術館（益田市）
手続きの方法
入館受付の際に各自申告していただき、健康保険証や運転免許証等の提示により年
齢の確認を受け、無料手続きを行ってください。
施設別情報について
※開館時間、経路など詳細については、各施設に直接お問い合わせください。

