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はすみスポーツ少年団が街頭募金活動に協力！
10／16（日）はすみリゾートセンターで、はすみリゾートまつりが開催され、昨年に引き続き「は
すみスポーツ少年団」の子ども達が街頭募金活動を実施しました。当日は、会場を訪れた多くの方々
が子ども達の呼びかけに足を止め募金活動に協力してくださいました。ありがとうございました。
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ひとり暮らし等高齢者に対する除雪の対策について

“おおなんの冬”に備えましょう
朝晩の冷え込みも厳しくなり「おおなんの冬」の足音がすぐそこまできこえてくる季節
がやってきました。
今年１月、予想を超える積雪や凍結の影響で邑南町内では交通事故が多発し道路には立
ち往生した車で朝の通勤・通学等、私たちの暮らしに大変な影響を及ぼしたことはまだ記
憶に新しい出来事です。
また、除雪作業中の事故や屋根からの落雪によるケガ、長時間にわたる停電や断水な
ど、私たちの暮らしにも大きな支障をきたし、改めて自然の怖さを実感された方も多かっ
たのではないでしょうか。
社会福祉協議会では、今年度も役場福祉課と 地区社協または地域における
組織的除雪活動について
連携して「ひとり暮らし高齢者等に対する除雪 
の対策」について右記のように対応したいと考
地 区
除雪機設置状況
利用料
えています。また、各地区社会福祉協議会や自 口羽地区 地区社協１台
有料
治会等ではＮＨＫ歳末たすけあいの助成事業等 市木地区 地区社協１台
燃料代
を活用し除雪機を設置するなど、新たな地域住
上田所自治会１台
有料
民の「共助」による地域除雪システムの構築へ 田所地区 四つ葉自治会１台
有料
向けた取組みがされるなど、地域での防災意識
西鱒渕自治会１台
無料
が高まってきています。しかし、豪雪時には、 出羽地区 消防団４台
有料
活動の担い手自身が被災者となる可能性も高 高原地区 銭宝自治会３台
燃料代
く、担い手の人材を確保することが難しくなる 井原地区 地区社協１台
無料
ことが予測されます。除雪の依頼を受けてから 中野地区 地区社協１台
有料
実際に作業に移るまでにかなりの時間を要する 日貫地区 地区社協１台
無料
ことと、緊急時に対応できることは限られてい 日和地区 地区社協１台
有料
ます。いざという時のために、日頃から近隣住
３台
町社協
燃料代
民と話し合い、緊急時の相互の助け合いの体制
（各センターに各１台）
を整えておくことが必要だと考えます。
＊各地区によって、除雪機の設置状況や対象
さて、今年はどんな冬がやってくるのでしょ
者、作業範囲、利用料等が異なります。詳
うか。備えあれば憂いなし。早めの冬支度を心
細については、各地区社協や自治会等にお
問合せ下さい。
がけ「おおなんの冬」に備えましょう。

ひとり暮らし等高齢者に対する除雪の対策について
除雪場所
町 道
生活道
家
周

町道から
自宅までの私道

依頼先
役場建設課へ
①近隣相互の助け合いでの対応 ②集落・班・自治会での対応
③地区社協等での対応 ④地区除雪ボランティアでの対応（地域による）

自宅の裏側等
①シルバー人材センター（有料）
屋
（家屋周辺の雪ずり） ②業者等（有料）
辺
自宅屋根の雪下ろし ①業者等（有料）

お問合せ／社会福祉協議会

電話84-0332／050-5207-5434
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老若男女問わず世代を超えて交流しましょう。

各地域で「歳末餅つき交流会」が開催されます！
今年もみなさまからお寄せいただい
た「歳末助け合い募金」を財源とし
て、各地区社協が「地域歳末餅つき交
流会」を右記の日程で開催されます。
当日は、老若男女問わず世代を超え
た交流を目的とした「餅つき交流」の
ほか、それぞれの地域の特色を活かし
た内容を盛り込んだ楽しい計画がされ
ています。どなたでもご参加いただけ
ますので、お誘い合わせの上、多数ご
参加下さい。

地区社協
口羽地区社協
阿須那地区社協
市木地区社協
田所地区社協
出羽地区社協
高原地区社協
井原地区社協
中野地区社協
矢上地区社協
日貫地区社協
日和地区社協

開催日
12／３（土）
12／10（土）
12／18（日）
12／18（日）
12／18（日）
12／22（木）
12／24（土）
12／18（日）
12／20（火）
12／23（金）
12／23（金）

会 場
口羽公民館
阿須那公民館
市木公民館
田所公民館
出羽公民館
高原公民館
井原公民館
中野公民館
矢上公民館
日貫公民館
日和公民館

65歳以上の「ひとり暮らし高齢者の方」へ

「おせち料理」の配食についてお知らせ！

3,000円のおせちのうち
地域歳末より1000円を助成。

申込方法

負担金

2,000円

12/31
（土）

申込締切

65歳以上のひとり暮らしの方で、
年越しをひとりで過ごされ「おせち
料理」の配食を希望される方。

お届け日

対象者

今年も「歳末たすけあい募金」を財源として、ひとり暮らし高齢者の
方等を対象に「おせち料理」の配食事業を邑南町民生児童委員協議会と
の共催事業として下記のとおり計画しています。

12/9
（金）

社会福祉協議会まで電話でお申し込みください。
申込先
社会福祉協議会／℡ 84-0332／050-5207-5434

これらの事業は町民のみなさまにご協力いただいた平成28年度
「歳末たすけあい募金」を財源として行っています。
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「いきいきサロン」活動報告

「邑南町権利擁護センター」たより

出羽地区社会福祉協議会出羽自治会

『日常生活自立支援事業
生活支援員研修会』に
参加しました

「さつきの園」で
 いきいきサロンを行いました！

町内にある社会福祉法人等では様々な地
域貢献活動を行っておられます。
社会福祉法人瑞穂福祉会が運営する救護
施設「さつきの園」では、地域のいきいき
サロンと連携した取り組みをされており、
施設の職員さんがサロン参加者への施設見
学会や陶芸教室を実施、食事や場所の提供
等を行い地域住民の主体的な活動を支えて
おられます。

９月28日（水）、
浜田市のいわみ
ーるで、島根県社会
福祉協議会主催の生活支援
員を対象とした研修会が開催され、邑南
町権利擁護センターに登録していただい
ている支援員の方11名に参加していただ
きました。
研修会では、消費者センターの方よ
り、これまでにセンターに寄せられてい
る高齢者等の被害状況や相談件数等につ
いて説明がありました。日頃から支援で
関わる利用者の方々もその被害の対象者
となりうる可能性もあるため、支援のな
かで生活に変わりはないか、利用者の方
が悩まれていないかなど、こまめな見守
りや声掛け、気づきが必要だと改めて実
感しました。
また、知的障がい者の方への理解や対
人援助についても講義を受け、知的障が
いの特性などについてわかりやすく説明
していただきました。また、実際の支援
で悩まれていることや支援の在り方につ
いて、生活支援員としてどのように対応
するか等をお話ししていただきました。
参加者からは、「大変勉強になった」
「支援の中で今後役立てたい」等嬉しい
声を聞くことが出来ました。参加された
支援員の方々にとっては、日頃の支援の
中で悩んでいることや疑問に思ったこと
が少しでも解決につながるようないい機
会になったのではと感じています。

いきいきサロンに関する問い合わせ
社会福祉協議会／℡84-0332

権利擁護に関する相談窓口
社会福祉協議会／℡84-0332

今年度、出羽自治会では「さつきの園」
の協力を得ていきいきサロン活動を実施し
ています。６月は「出羽ブロック」、８月
は「三日市ブロック」、９月には「岩屋ブ
ロック」の方々が、さつきの園に出かけて
施設見学や陶芸体験に挑戦しました。陶芸
体験では、みなさん上手にできるか心配さ
れていましたが、さつきの園の職員さんの
丁寧な指導のおかげで、参加された皆さん
は楽しむことができたと満足そうでした。
また、お昼はさつきの園で給食を準備して
いただき皆でおいしく頂きました。

社会福祉法人瑞穂福祉会の地域貢献活動

いきいきサロン活動を「さつきの園」が協力！
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奨学資金貸与事業のご案内
◆奨学生の資格
奨学生となる方は、町出身の学徒で、経
済的理由により学資の支弁が困難であり、
他の資金からの借入を受けることも困難で
あると認められた方。また、奨学生選考委
員会において適当と認められた方。
・町内に５年以上居住している方
・両親又は両親にかわる保護者が10年以
上町内に居住している方
・日本学生支援機構、島根県育英会、母子
寡婦福祉資金貸付制度等の対象となる方
には、原則として貸与できません
◆対
象
高等学校、高等専門学校、短期大学、大学
（ただし大学院は対象となりません）
◆貸 与 額
高等学校
月額 20,000円以内
専門学校･短期大学･大学

月額 50,000円以内
〔希望月金額×就学月数＝奨学資金貸与総額〕
◆奨学生の決定
奨学生選考委員会において選考の上で仮
決定する。（２月下旬）
在学証明書の提出をもって本決定とする。

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」

この事業は、町出身の学徒で、経済的な
理由によって就学が困難な方に対して、
無利子で学資を貸与する制度です。
◆貸与方法
年３回指定口座へ振り込み
（４月･８月･12月）
◆据置期間
卒業後５ヶ月（５ヶ月後から償還開始）
◆返還期間
６年以内
高等学校より引き続き大学を卒業するま
で貸与を受けた方は７年以内の返還期間と
なります。
◆返 還 額
貸与総額（無利子）
◆返還方法
半年賦
年２回（３月末、９月末）

平成29年度奨学生募集!!
受付期間：平成29年1月11日（水）～2月1日（水）
お問合せ先

社会福祉協議会

☎84-0332 ☎050-5207-5434まで

チャリティイベント

開催案内
口羽チャリティ芸能発表会
●開催日
●場 所

11月19日（土） 午後６時～
口羽公民館

阿須那チャリティ芸能大会
●開催日
●場 所

11月26日（土） 午前11時～
阿須那自治会館

邑南和楽チャリティ余芸大会
「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

●開催日 11月27日（日） 午前10時～
●場 所 矢上交流センター

おおなん社協

西部センターたより
西部デイサービス
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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

西部デイサービスセンターで敬老会を開催しました。

10月12日（水）、13日（木）に西部デイサービスセンターで敬老会を開催し、なでし
こ５（ファイブ）さん、邑南和楽さん、駒川先生に来ていただきました。
12日は、なでしこ５さんに銭太鼓や三味線などを披露していただきました。また職員
がそれぞれミッキーマウスやミニーマウス、八岐大蛇に仮装し寸劇を披露しました。
13日には邑南和楽さんに歌
や踊りなどを披露して頂き
ました。また、駒川先生に
よる３Ｂ体操も行って頂き
ました。
利用者さんは知っている
歌を口ずさんだり、手拍子
をしたりと楽しまれ、とて
も賑やかな敬老会となり、
皆さんとても喜ばれていま
「駒川先生」による３B体操
した。

「なでしこ５」さんによる銭太鼓

（ケアマネジャー）

安心した生活が続
けていただけるよう
に、いろいろな職種
の方と連携をとりな
がら、お手伝いさせ
ていただきます。お
気軽にご相談くださ
い。

採用職員
紹 介

居宅介護支援事業所

「邑南和楽」さんによる演芸

通所事業課 西部デイサービス
看護師 池本 結佳
（平成28年10月１日付採用）

おおなん社協
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12月

お知らせカレンダー
12月

行

事

1 木 社協なんでも相談
2 金

開催場所
社協各サービスセンター

ひとり暮らしの会「忘年会」 いこいの村しまね
肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時

3 土 瑞穂地域子育てサロン 元気館10時～11時半
4 日
5 月
6 火 こころの健康相談

元気館 13時半～15時半

7 水
8 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

9 金
10 土

  司法書士相談会の
  ご案内 予約が必要です

開催日：12月17日㈯ 10時～
場 所：東部サービスセンター（口羽）
（安心センターはすみ）
相談員：司法書士 植田弘樹 氏

℡84-0332まで

安心してご相談
下さい！
24時間365日、
相談受付いたします。

℡080-8235-3810

11 日
12 月
13 火 矢上地域子育てサロン 矢上交流センター 10時～12時

携帯電話による相談です。

14 水
15 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

16 金 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
17 土 司法書士相談

安心センターはすみ 10時～

会員募集中!
シルバー人材センター

18 日
19 月
20 火 こころの健康相談

県央保健所 13時半～15時半

21 水
22 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

23 金 天皇誕生日
24 土
25 日
26 月
27 火
28 水 仕事納め
29 木
30 金
31 土 おせち料理（ひとり暮らし等の希望者）へのお届け日

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

平成
年

10

月

多くの方から、心温まる寄付

羽

正行
様

一 般 寄 付 金

商工会女性部羽須美支部様

様

 伊藤

様

歳長寿お祝い返しとして〕

弘子

様

〔

中

早苗

様

様

様

荻

町枝

保登

稔

様

上

様

組

景三

様

正行

〔一般福祉事業へ〕

出

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、

敏英

様

節郎

85
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28

下戸河内  三田
日 南   川    大石
上
田  三好
 三上

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

原  貫里
原  上坪
 小西

●受付期間
～12月末まで
●受付時間
平日（月～金）８時30分～17時まで

高 見   町  

受付期間と受付時間

様

※お問合せは、社協本部で受け付けています。

様

●社協／本部（高原）
℡84-0332
●社協／西部サービスセンター ℡95-0090
●社協／東部サービスセンター ℡87-0843

様

食品受付窓口

布 施   １    山根カメヨ
布 施   １    三上 能子
 野田 正治

※賞味期限が明記されているもの。
※常温保存可能で賞味期限が１カ月以上あ
るもの。
※未開封であるもの。
※破損で中身が出ていないもの。
※お米は常識の範囲内で古くないもの。

原

注意事項

朝

●お米、うどん、そば、パスタ
●乾物（わかめ・こんぶ・切り干し大根・
かつおぶしなど）
●保存食品（缶詰・瓶詰など）
●フリーズドライ食品
●インスタント食品、レトルト食品
●ギフトパック（贈答品の余剰など）
●調味料各種、食用油
●飲料（ジュース・コーヒー・紅茶など）

時夫

ご寄附いただきたい食品
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奥 亀   谷    柳川
下 京   町    松川
 吉賀

河 原   城  

「ひとり１品運動」とは、ご家庭に
眠っている食品をご寄贈いただき、生
活に困窮している方や福祉施設や団体
に無償で提供するボランティア活動の
ことです。

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

ひとり１品運動

りお礼申し上げます。

ご家庭に眠っている
食品をご寄附ください！

（地区社協への助成等）の組織

おおなん社協

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

