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役員の改選がありました。
月３日（土）に、任期満了に伴う役
員改選後の初役員会を開催し、会長に日
野原哲夫氏、副会長に植田利助氏、常務
理事に日高輝和氏が選任されました。
新たな体制で、介護保険事業等、極め
て厳しい法人経営と少子高齢化と過疎化
のすすむ当町の地域福祉の推進及び各種
事業・活動に執行部としてご尽力をいた
だきます。
引き続き、ご理解とご支援をよろしく
お願い申し上げます。

邑南町社会福祉協議会は新体制でスタートしました！
新たな顔ぶれ

12

常務理事

日高

輝和

理事

田原

正幸

理事

道幸

監事

植田

眞二

利助

理事

高橋

文子

理事

桑野

理事

今田

好恵

理事

修

光田

澄男

瀧本

監事

大矢

会長

日野原哲夫

雅巳

監事

昭平

理事

三上

洋司

理事

大田

監事の方々

松島

副会長

植田

理事の方々

任期：平成28年12月３日～平成30年12月２日（２年）

文夫

沖

理事

幹雄

理事

南原

愼人

理事

井上

直樹
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この度、平成
社会福祉法人邑南町社会福祉協議会
会長 日野原哲夫



月３日付けをもちまして、社会福祉

12

就任のご挨拶

28

年

法人邑南町社会福祉協議会の会長に就任いたしました。も

とより微力ではございますが、邑南町の地域福祉推進のた

めに役職員一丸となって誠意と情熱をもって職務に専念す

●平成28年11月～12月
・役員会、
評議員会で定款変更議案の承認
・所轄庁〔島根県〕に定款変更申請
●平成29年１月～２月
・定款変更登記〔松江地方法務局〕
・評議員選任、
解任委員会を設置し評議員
（平成29年４月～４年任期）を選任
●平成29年３月
・役員会・評議員会の開催
〔事業計画・予算の承認〕
●平成29年５月
・監査（決算監査）
●平成29年６月
・役員会、評議員会の開催
〔事業報告・決算の承認〕
・新役員の選任
〔評議員会〕（平成29年6月～2年任期）

る所存でございますので、三上前会長同様一層のご支援ご

今後の流れと詳細

鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

１，経営組織のガバナンスの強化
２，事業運営の透明性の向上〔定款、事
業計画・報告、決算書類等の備置き
及び閲覧の義務〕
３，財務規律の強化
・適正かつ公正な支出管理
・内部留保の明確化
・社会福祉充実残高の社会福祉事業等
への計画的な再投資
・社会福祉充実計画の策定
４，地域における公益的な取組を実施す
る責務
５，行政の関与の在り方
〔指導監査機能の強化ほか〕

12

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会
前会長 三上 隆三

社会福祉法人制度の改革内容

28

退任のご挨拶

社会福祉法等の一部を改正する法律が本
年３月31日に公布され、市町村社協をはじ
め全ての社会福祉法人は大きな制度改革等
が求められ、平成29年度より新たな体制と
事業実践が求められます。

この度、平成 年 月２日付けをもちまして、社会福祉法人邑南
町社会福祉協議会の会長を退任いたしました。在任中は住民の皆様
をはじめ関係機関・団体の役職員の皆様方に格別のご支援ご協力ご
厚情を賜り、衷心より厚くお礼を申し上げます。
お蔭をもちまして、大過なくその職責をいささかながら果たせま
したことを心から厚くお礼申し上げます。
今後とも、変わらぬご厚情のほどお願いしますとともに、皆様の
ご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

「社会福祉法」改正に伴う、
今後の流れと詳細について
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邑南町地域福祉推進４者会議：老人クラブ連合会/民生児童委員協議会/社会福祉協議会/邑南町

第11回『邑南町総合社会福祉大会』を開催しました
邑南町社会福祉協議会会長表彰
「社会福祉事業功労者」受賞者
・須々井 武
邑南町社会福祉協議会会長感謝
「社会福祉事業協助者」受賞者
・島根県グラウンドゴルフ協会
・岡本 好江 ・河野 清女
・邑南和楽
「社会福祉事業功労者」受賞者
・三上 進
（敬称略）

11月16日（水）、第11回邑南町総合社会福祉大
会を邑南町地域福祉推進４者会議が中心となっ
て、健康センター「元気館」で開催しました。
表彰式典では、これまで邑南町社会福祉協議
会の法人運営や事業推進等に功績のあった方に
対して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、続いて邑南町老人クラブ
連合会会長表彰として26名の会員の方々への表
彰も行われました。
記念講演には、タレントの山田雅人さんを講
邑南町老人クラブ連合会会長表彰
師にお迎えし、自らが丹念に取材し練り上げた
「一般功労者表彰」受賞者の方々
（敬省略／順不同） オリジナルの話を「山田雅人かたりの世界」と
クラブ名
名前
クラブ名
名前
題して２話披露していただきました。前半は、
宇都井福寿会 三上 繁登
高海冠寿会
寺本 司良
涙の銀メダルが記憶に新しい『吉田沙保里物
口羽百寿会
月橋 保枝
高海冠寿会
口羽
進
語』。日本選手団主将の重責を担いオリンピッ
口羽百寿会
浅原 久子
井原福寿会
有田ミチコ
ク４連覇を賭けたリオ・オリンピックに至るま
市木寿会
大町ユキヨ
中野親和会
日野 敏子
での道のりを、後半は、6000人のユダヤ人を
市木寿会
田中アキ子
中野親和会
藤本 貞夫
市木寿会
小田 花美
中野親和会
猪山 朝子
救った外交官「杉原千畝物語」。第２次世界大
上田所長栄会 藤田初之助
矢上中部寿朗会 駒川 忠義
戦下に日本人政府に背き、命のヴィザを発給し
上田所長栄会 岩谷美代子
矢上中部寿朗会 屋原 貞子
続けた千畝の思いを、真っ暗な会場にスポット
西鱒渕百寿会 上木恵美子
矢上中部寿朗会 駒川ハルミ
ライトひとつの中でひとり語りしていただきま
和田原総南会 日高 由子
矢上西部寿朗会 森口
勇
した。臨場感溢れる語りの世界に、来場された
和田原総南会 佐藤 一義
矢上西部寿朗会 上田 熱子
高海冠寿会
安田 光春
矢上西部寿朗会 船山 房人
方々の中には涙される方も多く、改めて命の尊
高海冠寿会
今田
鑑
日和ときわ会 森田 益江
さについて考え、学ぶことのできた90分の講演
となりました。
終わりに、大会宣言が決議され「ひとりひと
演題
りの尊厳が重んじられ、だれもが互いに支え
『山田雅人 かたりの世界』
合って心豊かに暮らすことのできる邑南町づく
～杉原千畝物語～
り」の実現を目指すことを参加者全員が強く誓
記念講演
いました。

タレント「山田雅人」さんを迎えて
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“じぶんの町をよくするしくみ”赤い羽根共同募金運動』にご協力ありがとうございました！
「チャリティゴルフ大会」を

開催しました！

11月13日（日）に14回目となる「会長杯チャリ
ティゴルフコンペ」を開催しました。この大会は、当
会の三上隆三前会長の提案により、平成22年より毎年
２回、町社協役職員をはじめ、瑞穂・石見ライオンズクラブ、ＪＡしまね、町内郵便局、
川本・美郷町社協、石見養護学校、邑智病院、町内社会福祉法人、医療法人、島根県社
協、山陰合同銀行等々の役職員、また一般参加の皆さんのご理解とご協力をいただき開
催しており、これまでの募金総額は40万円を超えようとしています。
参加いただく皆さんとは、日頃は業務・活動を通じての関係・交流ですが、中山間の
自然のなかで四季を感じながら、毎回珍プレー・好プレーありの真の交流・親睦を深め
る大会となっています。
このチャリティの内容は、ゴルフでのミス（ＯＢ・池ポチャ・バンカー・空振り等）
を罰金とし、募金（上限あり）していただく不思議で嫌味なスタイルをとっていますが、
ほとんどの皆さんがミスが少なくても上限額を募金していただいています。

石見柔道スポーツ少年団

今年も町内のスポーツ少年団の協力を
得て赤い羽根共同募金運動の街頭募金活
動を実施しました。11月12日（土）、
“道の駅みずほ”に於いて「田所剣道ス
ポーツ少年団」が、11月20日（日）、
“雲井の里”にて「石見柔道スポーツ少
年団」が募金の呼びかけを行いました。
当日はたくさんの方々が募金に協力して
下さいました。ありがとうございました。

田所剣道スポーツ少年団

協力ボランティアグループ
「高原絵手紙文通サークル」

団員が街頭募金の呼びかけに協力！

「田所剣道スポーツ少年団」
「石見柔道スポーツ少年団」の

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
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『邑智郡ことばを育てる親の会』
20周年記念式典が開催されました！
11月６日（日）、田所公民館にて、会結成
20周年記念式典が開催されました。町内外か
ら約100名の方が出席し、20年の歩みを共に
祝い、会のさらなる発展を願いました。
式典中の「ようこそ先輩」のコーナーでは、
かつて瑞穂小通級指導教室に通い、社会人と
なった方々が登場し、当時の思い出や家族へ
の感謝、今の子どもや親に伝えたいことなどを語り合いました。鱒渕の森脇瑞穂さん（26
才）は、「どうして私だけが聞こえないの？と悩んだ時も、通級に行くことはとても楽し
みだった。通級は、私にとって第２の家です。」と語られました。上田所の日高千紗都さ
ん（24才）は、「通級は私にとって憩いの場。今は、仕事や趣味（バレーボール）などで
多くの人とふれあうことが楽しい。」と語られました。今の暮らしや自分のことをいきい
きと語る姿は、親たちの喜びや希望にもなりました。
後半は、手作りの豚汁などおいしい食事を囲んだパーティーで、世代をこえた親交を深
められました。

「邑智郡ことばを育てる親の会」とは
子どものことば・きこえ・コミュニケーションの育ちに関心があり、支えていこうと
する親たちで結成されています。会の趣旨に賛同された学校・保育園の先生方、地域の
方も会員となっています。大人たちの研修の場であると同時に、子育てについて語り
合ったり、キャンプやレクリエーションなどを通して、親子で活動する楽しさを味わっ
たりする場でもあります。多くの家族が集まり、皆で仲良く元気よく活動しています。
詳しくは、瑞穂小学校通級指導教室（℡83-0109）までお問い合わせください。

（会長：德田聡子）
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継続は力なり‼

『ボランティアの日』
社会福祉協議会では、毎年11月11日から12
月10日までの邑南町地域福祉推進月間にあわ
井原地区
せて11月の第２土曜日を「邑南町ボランティ
アの日」と定め、それぞれの地域の環境美化
活動を実施しています。今年は、11月12日
（土）を中心に、地区社協や自治会、ライオ
ンズクラブ、老人クラブ、婦人会、スポーツ
少年団、一般住民のみなさま等のご協力によ
り、約580名の参加がありました。
今年も、道路端にはたくさんの空き缶やた
日和地区
ばこの箱が投げ捨ててありました。川の中に
も缶や弁当ガラなどが捨てられていましたが、
手が届かず仕方なくそのままにしたゴミも数
多くありました。今年の“ボランティアの
日”の活動で集められたゴミはなんと820キ
ロ。拾っても、拾ってもなかなか減らないゴ
ミの不法投棄に少し残念な気持ちにもなりま
したが、私たちの誇りでもある“自然豊かな
日貫地区
おおなん”を次世代へとつなぐために、私た
口羽地区では毎年、自治会ごとに活動を実施 ちが行っているこの小さな活動の積み重ねが
されているため集合写真の掲載がありません とても大切だと感じています。また、この日
が、毎年たくさんの方が参加され地域でのボ
の活動はただゴミを減らすことだけが目的で
ランティア活動の輪は広がっているそうです。
はありません。身近な環境美化のボランティ
ア活動に住民自ら進んで参加することで、さ
まざまな人と知り合ったり、共に助け合い協
力することでつながりを拡げ、地域の底力を
高めていくことにあります。参加者のみなさ
んは、活動を通じて共にさわやかな汗を流す
ことで、自分自身もさまざまなものを得るこ
口羽地区
とができた一日になったのではないでしょうか。

邑南町が誇る観光地 「香木の森公園」や「千丈渓」
「断魚渓」も綺麗になりました！
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2016活動テーマ

“できる人が、
できることを、
できる時に”

参加者５８０名！
「小さな活動の積み重ねが、地域の底力になる」

各地区の様子

田所/出羽/高原地区

「ボランティアの日」

市木地区

今年は、市木地区の住民に加えて役場職員や駐在所、県央保健所、県央土木などの様々な機関と協力して、普段なかなか手の行き届か
ない場所の環境美化活動も実施しました。同じ思いを持った仲間が集い、力を合わせると“地域がかわる”を実感した一日でした！

2016.12 No.146
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矢上地区

中野地区

阿須那地区

阿須那地区

阿須那地区

阿須那地区

子どもも大人も、今、自分にできること 精一杯 頑張りました。みなさん、おつかれさまでした！
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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 澤田 誠之
邑南町下口羽384番地／TEL87-0843

チャリティ芸能発表会に東部サービスセンターの職員が出演！
第36回チャリティ芸能発表大会が、11月19日（土）口羽公民館で開催されました。東
部サービスセンター職員で結成した“安心センターオールスターズ”では、「神ってる
赤ずきんちゃん」「クチバスペシャル2016」を披露させていただきました。

今年は「クチバスペシャル2016」と題して、タカラジェンヌになりきりました！
～チャリティへの想い～
「今年は何をするの？楽しみ
にしています！見に行くからね
～。」とここ数年地域の方から
声を掛けて頂く様になりまし
た。訪問先のカレンダーには、
『チャリティ』と書かれている
家もあります。地域の方が、こ
のチャリティを毎年楽しみにさ
れているのが伝わってきます。
この時期になると、正直何をし
ようかと悩みますが、皆さんの
声を聞くと“今年もやろ～
う!!”という気持ちになりま
す。１年の締めくくりとして
「地域の皆さんが笑顔になれる
ように」という思いで出演させ
ていただいています。

おおなん社協
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1月

お知らせカレンダー
1月

行

事

開催場所

1 日 元旦
2 月 振替休日
3 火
4 水 仕事始め
5 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

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

社協各サービスセンター

13 金 思春期こころの健康相談

県央保健所 13時半～15時半

14 土 法律相談

西部サービスセンター 10時～

15 日

法律相談会の
ご案内 予約が必要です

開催日：1月14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）
弁護士：はまだ市民法律事務所
本家 泉衣 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
携帯電話による相談です。

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

社協各サービスセンター

20 金 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所9時半～11時
21 土
22 日
23 月
24 火

こころの健康相談

県央保健所 13時半～15時半

アルコール相談

県央保健所 13時半～15時半

25 水
26 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

27 金
28 土
29 日
30 月
31 火

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。

アルコール相談・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

ひとり暮らし高齢者の方へ

おせち料理
配食日のお知らせ
今年も歳末たすけ合い募金を財源と
して、ひとり暮らし高齢者の方を対象
に「おせち料理」の配食を邑南町民生
児童委員協議会との共催事業として行
います。
「おせち料理」を注文された方に
は、下記日程に民生
児童委員さんから
お届けします。

「おせち料理」お届け日

12月31日（土）

平成

年

月

様
様
様
様
様
様
様
様

採用職員紹介

訪問事業課 東部訪問介護事業所

佳奈（嘱託）
月１日付採用）

☎84-0332 ☎050-5207-5434まで

社会福祉協議会

お問合せ先

〔一般福祉事業へ〕
大
草
大和 敬司

後 木 屋
岸
春女
  
  

上 和 田
柘植 信儀
  
  

三日市２
夏明二三江

千葉県（市木町） 市原
育明

広島市（三日市２） 日高いく江
上 京   町   
伊東 信子
〔奨学資金事業へ〕
大田 明美


（平成 年

訪問介護員 服部
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下亀谷下

一 般 寄 付 金
様

奨学生募集!!

受付期間：平成29年1月11日（水）～2月1日（水）

各チャリティイベントに寄せられた募
金を、邑南町共同募金委員会へ寄付し
ていただきました。ありがとうござい
ました。

増田不二郎

ィ芸能発表会
阿須那チャリテ

12

ティ芸能発表会
邑南和楽チャリ

歳長寿お祝い返しとして〕



芸能発表会
口羽チャリティ

〔
三日市１

85

28

11

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。

『チャリティイベント』が
盛大に開催されました！

（12）
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おおなん社協

平成29年度

