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2016おおなんサマーボランティアリーダー研修を行いました！

教育委員会／公民館連絡協議会／社会福祉協議会の合同開催

８月16日、17日の２日間にわたり、町内の小学４・５・６年生を対象に国立三瓶青年の家でリーダー研修を実施しました。
今年も教育委員会、公民館連絡協議会、社会福祉協議会との合同で開催し、子ども達は三江線鉄道の旅や人間関係づくり専用
レクリエーション、野外炊飯カレー作りなどにチャレンジしました。社会福祉協議会は、２日目の三瓶登山に同行し、三瓶山
のリフトから、山道から、頂上からの美しい景色を味わいながらの登山でした。子どもたちは険しい登山道を仲良くグングン
進みます。私はヘロヘロ、子どもたちの体力と気力に脱帽でした。この合宿から、仲間の絆や、大自然への愛着など多くを得
て、下界へ戻られたことと思います。

発行 ● 社会福祉法人邑南町社会福祉協議会 島根県邑智郡邑南町高見485番地1 Ｔel.0855-84-0332 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27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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自分のまちを良くするしくみ

赤い羽根共同募金運動が始まります
10月１日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉にスタートします。
赤い羽根共同募金運動は、昭和22年に「国民たすけあい運動」として始まり、以来毎年
全国一斉に実施され、今年で70回目を迎えます。邑南町共同募金委員会では共同募金ご協
力のお願いのため、10月４日（火）に町内の商店や事業所などを訪問させていただく予定
にしております。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

土居太陽さん（石見養護学校中学部２年）が

平成28年度島根県共同募金会

「図書カード図案」で

入選しました！
平成28年７月28日（木）いきいきプラザ島根にて
開催された図書カード図案審査会で、総応募作品
231点の中から「最優秀賞」１点「優秀賞」６点
「入選」10点が決定しました。
邑南町からは、土居太陽さん（島根県立石見養護
学校中学部２年）の作品が入選作品には選ばれまし
た。おめでとうございます。
作品タイトル

『僕たちの羽根が街に広がる』

島根県立石見養護学校中学部２年

土居



太陽 さん

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

名字を入れた風呂敷を
贈らせて頂きました。

社会福祉協議会では、平成27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６年１月１日から同年12月31日生まれ）に長寿のお祝いを
させていただきました。
今年は171名（瑞穂71名、羽須美39名、石見61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した。これからもどう
ぞお元気でお過ごしください。

（3）

おおなん社協

2016.9 No.143

2020年「東京パラリンピック」合宿招致に向かって

邑南町交流交渉団としてフィンランドへ行ってきました！
「東京パラリンピック合宿地招致邑南町交流交渉団」の一員として、邑南
町社会福祉協議会を代表してフィンランドへ渡航された、植田康弘職員から
の報告をお届けします。

フィンランドゴールボール合宿招致交流交渉団

vol.1

深夜２時。邑南町から一台の大型バスが
出発しました。
2020年東京パラリンピック合宿地招致邑
南町交流交渉団がこの日、８月19日から８
月24日にかけてフィンランドに赴き、国の
代表者や関係者の皆さんに交渉プレゼン
テーションや邑南町の良さ・魅力を知って
いただく交流会など実施しました。
邑南町社会福祉協議会も交流交渉団の一
員として、石橋町長をはじめ中高生や様々
な団体代表の方たちと遥かなる森と湖の
エスポー市セッロ図書館での邑南町フェアの
様子。
国フィンランドに飛びました。空港では
搭乗口の長い列に並び待つこと数十分、上
には「エコノミー」の文字。時差は６時間
戻り、目的地フィンランド・ヘルシンキ市
に15時間以上かけて無事、到着しました。
日本との文化の違いなども新鮮に感じな
がら、現地の方々にもジャパニーズの良さ
を伝えていく企画、視察、研修を４泊６日
の弾丸スケジュールのなかで遂行しまし
た。子どもたちのかわいらしくも堂々とし
た英語と若さが溢れるプレゼンテーショ
ン、本番に強い（？）団員たちによる芬
フィンランドのパラリンピック委員会、障がい者ス
蘭 （ フ ィ ン ラ ン ド ） 国 民 歌 フ ィ ン ラ ン ポーツ協会、ゴールボールナショナル チームへの
ディア合唱のハーモニーによって、現地 合宿招致交渉プレゼンテーションの様子。
のパラリンピック関係者に合宿招致に対する熱い思いが充分に伝わったと思います。
今回の渡航では団員のそれぞれの組織と世代を超えた仲間としての結束団結の力が出来
上がったと思います。異文化を学ぶことや世代間交流などは社会福祉協議会の目指す福祉
教育の一つです。この事業に参加させていただき、社協職員として社会福祉分野の視点か
ら見て感じて帰ったことと、団員の皆さんの各分野の学びとをシンクロさ
せ、今後のパラリンピック関係事業に、そしてこの邑南町の『まちづくり』
に活きる福祉事業を考えていきたいと思います。
今後の交流交渉団の活躍を見守ってください。……vol.2につづく
お問合せ先

社会福祉協議会／８４－０３３２
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2016「サマーボランティアスクール」開催しました

今年は小学５・６年生と中学生、１２６名が参加！
今年も小学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。
今年は126名の子ども達が町内
の保育所や高齢者・障がい者施
設等でボランティア活動に挑戦
しました。
毎年、快く子ども達に貴重な
体験の場を提供してくださる施
設の皆様に大変お世話になりま
した。
ありがとうございました。

子どもたちの感想
体験場所／高齢者施設
●施設の中には、体を良くするための機械がたくさんあって
高齢者の方を大切にしていると思いました。
●職員さんたちはとても忙しいそうだったけど、高齢者の方
にいつも笑顔で接していてすごいと思いました。
●最初はとても緊張したけど、お年寄りの方に部活の話をし
てあげたら楽しそうにされていて嬉しかったです。優しい
言葉づかい、笑顔で接するように心がけました。
体験場所／障害者施設
●朝は掃除して、食事をして、仕事をして一日を過ごす。
施設の中がひとつの社会のように感じました。
●これまで障がいのある方と関わる機会があまりなかったの
で少し怖い印象があった。一緒に話をしたり作業したりし
て心の優しい人たちがいっぱいいることが分かりました。
体験場所／保育園（所）
●お昼寝の手伝いの時、小さい子が全然寝てくれなくて困り
ました。頑張って優しく背中をトントンしてあげたら眠っ
てくれました。疲れたけど嬉しかったです。
●先生たちは、小さい子のトラブルをお互いの気持ちを聞き
ながら仲直りさせていて、すごいと思いました。

体験場所
いわみ西保育所
東保育所
日貫保育所
緑風園
香梅苑
桃源の家
希望の郷
社協石見デイサービス
瑞穂西デイサービス
社協介護予防デイサービス
はあもにぃはうす
ゆめあいの丘
さつきの園
ケアセンター三笠
通所リハビリデイケア「三笠」
サンホームみずほ
高原保育園
出羽保育園
東光保育園
市木保育園
口羽保育所
阿須那保育所
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あなたに寄り添って、暮らしの困りごと伺います。

７０歳以上の高齢者世帯等の方々も

「優友サポーター」
を利用できるようになりました！
社会福祉協議会では、昨年９月より町内在住の一人暮
らし高齢者宅（65歳以上）へ、話し相手やちょっとした
困りごとに対応する「支援者」を派遣しています。活動
開始から１年を経過し数々のご意見やご要望など伺う中、
利用対象者の範囲を70才以上の高齢者世帯および障害
者世帯の方にも利用していただけるよう変更しました。
ちょっとした困りごとに対応する活動です。遠慮なくご
相談下さい。

事業の目的

活動の内容

高齢者の方の、いつまでも住み慣
れた地域や自宅で生活したいという
思いの実現を図るため。

自宅へ優友サポーターが訪問して、暮らし
の困りごとを伺います。ご本人のお気持ちに
寄り添いながら、必要と思われるサービスや
関係機関にお繋ぎし、安心して住み慣れた地
域で暮らすことができるようにお手伝いしま
す。

派遣内容
■利用料
300円／１回
■派遣時間 概ね１時間以内／１回
■派遣頻度 ２回程度／週
■支援できる内容
話し相手、困りごと相談、
買い物等の簡単な作業

支援者
社会福祉協議会が実施す
る地域福祉サポーター養成
講座修了者で、優友サポーターとし
て登録していただいている方。

お申し込み先

社会福祉協議会

利用できる方
邑南町在住で、
●65歳以上のひとり暮らし
高齢者世帯
●70歳以上の高齢者世帯
●障害者世帯
上記のいずれかに該当し、優友サポーター
の派遣が必要と判断された方。（派遣にあ
たっては調査活動を実施し調整を行います）

℡84-0332 ／ 050-5207-5434
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社会福祉法人邑南町社会福祉協議会
本部 事務局長 上田 実
邑南町高見485番地1／TEL84-0332

住み慣れた自宅で安心して暮らしたい！

ひとり暮らし高齢者宅を「防火点検」に訪問しました！
全国的にもまた県内においても高齢者世帯の火災は増加傾向にあり、防火意識の高揚
と現時点での設備の点検を目的として、８月12日（金）に羽須美地域宇都井地区にて、
消防羽須美出張所の立会により「防火点検」を実施しました。
この度は４件のお宅を訪問して、電気、ガス、暖房器具と燃料、煙突、消火器、火災
報知器などの点検を行いました。風呂のボイラー付近や火気の近くに可燃物があった
り、火災警報器の未設置、消火器の期限切れなどがありました。訪問した時期がお盆前
ということもあって仏壇のろうそくや線香などの取り扱いにも充分注意を払うようにと
指導も受けました。また、日頃から防火意識を高く持つことにより火災を未然に防ぐこ
とは充分にできるとの指導を受けた。
この度は地区担当民生委員、地区社協、地区担当保健師の方にも同行していただき、
生活面全体の困りごとなどを伺いながら訪問活動を行いました。今後は他の地区へも防
火点検を実施したいと考えています。

あなたのお宅は大丈夫ですか。「点検」してみましょう！
①

②

お問合せ先

③

④

社会福祉協議会／℡84-0332

「避難訓練」
を
実施しました！

①火災警報器は正しい場所に設置してあ
りますか。
②消火器は設置の使用期限は切れていま
せんか。
③コンセントに複数の電気機器を接続し
ていませんか。
④コンセントとプラグとの隙間にほこり
が溜まっていませんか。

７月26日（火）、邑南町社会福祉協議会本部にて職員
10名が参加し、避難訓練・水消火器を使用しての消火訓
練を行いました。訓練後、消防署の方より「火元発見者
は大きな声で他職員に伝えること」「通報連絡者は、正
確にはっきりと大きな声で119番に通報すること」等、
重要な部分について指導を受けました。久しぶりの訓練
に、いざという時、人命を第一とした的確な判断・迅速
な動きが出来るよう訓練を重ねていくことの大切さを改
めて感じることのできた訓練となりました。
次回は、デイサービスの利用者の皆さんにも参加して
頂き、今回の訓練で学んだ点を活かしながら
実施することにしています。
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10月

お知らせカレンダー
10月

行

1 土

事

開催場所

「赤い羽根共同募金運動」スタート
瑞穂地域子育てサロン 元気館10時～11時半

2 日

開催日：10月15日㈯ 10時～
場 所：西部サービスセンター（中野）
（旧石見保健センター）
相談員：司法書士 日野 稔 氏

℡84-0332まで

3 月
4 火
5 水
6 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

こころの健康相談

県央保健所13時半～15時半

7 金

司法書士相談会の
ご案内 予約が必要です

肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時

8 土
9 日
10 月 体育の日
11 火
12 水 女性相談

矢上交流センター 13時半～

13 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

女性相談会の
ご案内 予約が必要です

開催日：10月12日㈬ 13時半～
場 所：矢上交流センター
相談員：あすてらす女性相談員

℡84-0332まで

14 金
15 土 司法書士相談会

西部サービスセンター（中野）10時～

16 日
17 月
18 火 矢上地域子育てサロン 矢上交流センター 10時～12時
19 水
20 木 社協なんでも相談

会員募集中!
シルバー人材センター

社協各サービスセンター

21 金 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
22 土
23 日
24 月
25 火
26 水
27 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

28 金
29 土
30 日
31 月

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８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

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。

〔一般福祉事業へ〕

28

写真は「いわみ西保育園」での贈呈式の様子

おおなん

子育て応援団
町内の９保育園（所）にリズム遊び玩具を贈呈しました
協力ボランティアグループ「高原絵手紙文通サークル」

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。

「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

