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平成27年度島根県共同募金会「図書カード図案最優秀賞」に

島根県立石見養護学校中学部１年 和田龍一さんの作品が決定！
平成27年８月５日（水）いきいきプラザ島根

作品タイトル『空いっぱいの笑顔』 にて開催された、図書カード図案審査会で総数
島根県立石見養護学校中学部１年

和田

龍一 さん

195点の中から、『最優秀賞』に石見養護学校
中学部１年の和田龍一さんの作品「空いっぱい
の笑顔」が選ばれました。
和田さんの作品は、描かれている人物の笑顔
が素晴らしく、青空の中で外に向かって広がる
羽根の構図や作品のタイトルと表現が見事に合
致していることなどが評価され、今年度の募金
運動用の図書カードの図案として使用されるこ
とになりました。
また、邑南町からは和田さんのほか３名の
方々が下記の各賞に選ばれました。
おめでとうございます。
●最優秀賞「空いっぱいの笑顔」
島根県立石見養護学校中学部１年
和田 龍一さん
●優秀賞「みんなが協力ぼきん」
口羽小学校４年
岡崎 嗣乃さん
●入選「愛の羽根」
島根県立石見養護学校中学部１年
片山 祐輝さん
●入選「えがおの赤い羽根」
阿須那小学校６年
大水里々花さん
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赤い羽根共同募金配分金事業

85歳を迎えられた方々にお祝いをさせていただきました！
社会福祉協議会では、平成26年度に町民の
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、敬老の日のお祝いをさせ
ていただきました。この事業は、今年85歳を
迎えられる昭和５年１月１日から同年12月31
日までにお生まれの方に、長寿顕彰とお祝い
の品を贈呈するもので、今年度は173名（羽
須美37名、瑞穂63名、石見73名）の方に贈呈
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。

お祝い状に添える記念写真を撮影中

運動期間10月1日～12月31日まで“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
今年も10月１日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に展開されます。邑南町に
寄せられた募金の約７割は邑南町の地域福祉活動事業の財源となり、約３割は県内の福
祉に役立てられます。皆さまのご協力をお願いいたします。

「オオナン･ショウ」の缶バッジ

昨年ご好評いただいた「しまねっこバッジ募金」が、新しく
「オオナン・ショウ」のデザインになって今年もはじまります！
邑南町共同募金委員会（邑南町高見 社会福祉協議会内）のほか、
各センターで受付をします。500円以上の募金をいただくと、か
わいい缶バッジを１個差し上げます。邑南町限定300個です。ご
協力いただいた募金は、邑南町内の地域福祉活動や福祉施設の整
備のほか、災害ボランティアなどの被災地支援活動に使われてい
ます。あたたかいご支援をお願いいたします！（10/1から開始）

平成27年度島根県共同募金会「図書カード図案」入賞作品

タイトル「みんなが協力ぼきん」
優秀賞

岡崎

嗣乃（口羽小）

タイトル「愛の羽根」
入選

片山

祐輝（石見養護）

タイトル「えがおの赤い羽根」
入選

大水里々花（阿須那小）

お問合せ先／邑南町共同募金委員会 ８４－０３３２または０５０－５２０７－５４３４
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小学5.6年生と中学生の福祉施設体験学習

「サマーボランティアスクール」2015開催しました。
今年も、小学５・６年生と中学生を対象とした夏休みボランティア体験を町内の保育園
や福祉施設など33施設の協力を得て開催し、小学生71名・中学生112名の子どもたちの参
加がありました。
保育園のボランティアに参加した子どもからは、「ちいさな子どもと話をするときに
は、子どもと同じ高さの目線になるように気を付けてしゃがんだりして話をするように気
を付けた」、「『お兄ちゃん、お姉ちゃん』と自分を慕い頼りにしてくれたことが嬉し
かった」など体験の感想を話してくれました。
ボランティアの受け入れをし、貴重な体験の場を提供いただいた施設のみなさまには大
変お世話になりました。ありがとうございました。

邑南町権利擁護センター

よりよい支援を目指して勉強会を開催しています！
邑南町権利擁護センターでは、高齢等で物忘れや判断能力が低下しても住み慣れた地域
で暮らしていけるよう、日頃の生活で困っていること（金銭管理や福祉サービスの利用手
続き、相談事業等）の支援を行い、利用者本人の財産と権利を守る事業を展開していま
す。その中で、実際に利用者の方々の支援に携わっているのが「支援員」と呼ばれる権利
擁護センターに登録している地域の方々です。利用者の方々はさまざまな問題を抱えてお
り、専門的な知識を有しているだけでは解決できないケースが多く金銭管理以外にも心の
支えになることがとても大事な事業でもあります。
支援員さんから、実際に活動するなかでどのように利用者の方々に接したらよいのか、
また本事業に対しての理解を深めたい等の意見が多く聞かれることから２ヶ月に１回、勉
強会を開催し支援員としての役割や支援活動における注意点などの知識を深めています。
また、支援活動において利用者の持つ力を最大限生かした支援を行うことが大切で、利用
者の方々に対し支援員が正しい方向へ導くのではなく、利用者自らが考え問題解決してい
くことができるよう、支援員は利用者の方の気持ちに寄り添いながら見守っていくという
姿勢が大切だと支援のあり方について話し合っています。今後も事業に対しての理解を深
めながら利用者本位の支援が出来るよう努めていきたいと考えています。
権利擁護センターに関するお問合せ先

社協８４－０３３２
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邑南町老人クラブ連合会
「介護予防・健康づくりリーダー養成講座」が開講されました！
邑南町老人クラブ連合会は、町福祉行政施策（介護予防・健康づくり）への協力、また
住民団体等組織の運営・維持が困難化傾向な状況下にあって、単位老人クラブも今後を展
望し、次代の担い手を育成することを目的として、８月20日（木）を第１回として「介護
予防・健康づくりリーダー養成講座」を島根県老人クラブ連合会のモデル指定（県内では
邑南町のみ）と全国より39老人クラブ連合会が「みずほ教育福祉財団」の助成を受け、延
べ３回に渡って開催しました。
この講座には、町内27老人クラブ中23老人クラブより70名の受講生の参加があり、邑南
町の保健福祉行政施策について、各課の担当職員よりそれぞれ詳しい説明と、関心高いと
ても貴重なお話を聞くことが出来ました。最終日には富永歯科医院の富永先生に「咀嚼」
の役割・効果等、介護予防としての歯の健康について詳しくお話しいただき、有意義な時
間を過ごすとともに、改めて地域における最大の会員数を有する住民団体としての社会的
な役割と新たな組織運営、事業活動を検討する機会となりました。
「介護予防・健康づくりリーダー養成講座」の内容

■邑南町における介護予防事業について
・介護予防とは ・介護予防の必要性 ・邑南町の実践
8/28
講師／役場福祉課 地域包括支援センター 社会福祉士 竹野 勝治
（金）
■認知症の理解
講師/役場福祉課 地域包括支援センター 保健師 井上 涼子
■単位老人クラブで実施する介護予防・健康づくり活動について
・歯の健康について
講師／富永歯科医院 医師 富永一道
9/18
・高齢者の病気
・ケガについて ・高齢者の食事について
（金）
講師／役場保健課 保健係 保健師 上田千香子
講師／役場保健課 保健係 栄養士 沖野 幾子

「邑南町老人クラブ連合会」に関するお問合せ先

入会のご案内
邑南町老人クラブ連合会は、地域の
高齢者の生活を豊かにする楽しい活
動、地域を豊かにする社会貢献活動に
励んでいます。
あなたも愉しい仲間づくり、素敵な
時間づくりに参加してみませんか。

■邑南町における健康づくり事業について
・健康づくりの実践とその効果・健康づくりの必要性とこれからの取組み
8/20
講師／役場保健課 健康増進係 保健師 土崎しのぶ
（木）
■軽スポーツ、健康体操等による健康づくりについて
講師／役場保健課 保健係 保健師 日高翔子

邑南町老人クラブ連合会事務局（社協内） ℡84-0332
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『しまねいきいきファンド』

申請書提出期限
平成27年
11/30
（月）まで

しまねいきいきファンド事業とは、
中高年グループによる健康・生きがいづくり、地域づくりに寄与する事業・
活動の立ち上げ又は拡充を支援し、活力のある地域づくりを支援する事業です。
夢ファクトリー支援事業
助成対象事業・活動
助成対象グループ
中高年齢者が培ってきた知識、経験、技術等を
活かして、生産、加工又はサービス提供を行う
ことにより、健康・生きがいづくり又は地域づ
くりに寄与することのできる事業

中高年齢者（概ね
50歳以上の者）で
構成された10名以
上のグループ

地域活動支援事業
助成対象事業・活動
助成対象グループ
中高年齢者が独自で又は地域住民と協働し
て、地域での社会参加活動やボランティア活
動などを行うことにより、健康・生きがいづ
くり又は地域づくりに寄与することのできる
次の活動
①中高年齢者の健康づくり･介護予防支援活動
②世代間交流活動 ③文化伝承活動
④子育て支援活動 ⑤障がい者自立生活支援活動
⑥その他事業目的に沿った活動

代表者を含む過半数
が中高年齢者で構成
された10名以上の
グループ

助成金の額
助成対象経費
の5分の4以内
で、200万円を
限度とする
助成金の額
助成対象経費の
5分の4以内で、
100万円を限度
とする

●提出先／邑南町社会福祉協議会 ●申請書の提出期限／11月30日（月）
●その他／申請にあたっては、邑南町社会福祉協議会の副申書の添付が必要です。
申請の相談・申請書類の記入方法等は、早めに社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先 邑南町社会福祉協議会 ☎84-0332または☎050-5207-5434

平成 年度 しまねいきいきファンド助成事業募集のご案内

― 地域づくりに活かそう ―

28

『四ツ葉の里夏祭り』に ボランティア22名が協力！
８月６日（木）、「四ツ葉の里夏祭り」が開催されボランティアセンターから22名の方
に付添ボランティアとして参加していただきました。
当日は、ひとり一人の利用者の方にボランティアさんが付き添い、その方のペースに
合わせ祭りを楽しんでいただくお手伝いをしました。利用者の方々は、好きなバザーを
購入しおいしそうに召し上がったり、大好きな神楽に見入ったりと楽しい夏の夜を過ご
しておられる様子でした。また、ボランティアさんからは「毎年この活動に参加するの
を楽しみにしている。皆さんの笑顔を見ると、自分もお役にたてたんだと思うと嬉しい。」
と活動後の感想が聞かれました。ボランティア活動は、活動する自分自身も豊かにして
くれる力を持っていると改めて感じることができました。
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東部センターたより

「福祉」の仕事に中学生がチャレンジ！
通所介護事業所（デイサービス）
８月14日（金）、社会福祉協議会が毎年小学
生と中学生を対象に実施している「サマーボラ
ンティアスクール」の体験で羽須美中学校１年
生の井上梨香さんがデイサービスに来てくれま
した。
当日は、利用者の皆さんや職員にまじってレ
クリエーションをしたり、食事の誤嚥防止の体
操や体力維持のための機能訓練体操に参加した
りしました。
以前に何度か当デイサービスに体験学習に来
られたことがあり、当デイサービスに勤務する
お母さんの姿をみて育った井上さんの将来の夢
は“介護士になること”だそうです。

「デイサービス カフェ」

若きホープ! よっ、邑南町の福祉の期待の星!
「自分は人と話すときに声が小さくなる」と
自己確知できたことで、介護の仕事のなかでは
当デイサービスでは、「脱水症・熱
利用者さんに合わせた声の大きさや速さを心が
中症対策」のため少しでも多くの水分
けること、また介助をゆっくり行うことの必要
を摂取できるよう午後のティータイム
性や気持ちの良い環境の整備の重要性などを学
を実施しています。メニューの中から
んだようです。
飲みたいものを選んで注文し、賑やか
慣れない一日の中で、恥ずかしがったり照れ
で楽しいお茶の時間となっています。
たりしながらもお母さんを頼りにし、その他の
※写真は、手作りのメイド帽をかぶり利用者
職員にもいろいろ教えてもらいながら利用者の
さんの飲み物を用意している“ウェイトレス
方々と交流したり塗り絵に熱中したりして頑
井上梨香さん”。
張っていました。
成長の中で様々な福祉体験をして、次代を担う素晴らしい介護士への夢を叶えてほしい
と思います。
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
邑南町下口羽384番地 ℡87-0843 ／ 050‐5207‐4626

８月の絵手紙

協力ボランティアグループ

「高原絵手紙文通サークル」

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。

澤田誠之

おおなん社協

（7）

2015.9 No.131

１０月

お知らせカレンダー
10月

行

1 木

事

開催場所

「赤い羽根共同募金運動」スタート
社協なんでも相談

社協各サービスセンター

2 金 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

県央保健所 13時半～15時半

7 水 女性相談

矢上交流センター

8 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

開催日：10月17日（土）
場 所：西部サービスセンター
相談員：司法書士 日野 稔 氏
申込先：社会福祉協議会

℡84-0332まで
女性相談のご案内
開催日：10月7日（水）
場 所：矢上交流センター
相談員：あすてらす女性相談員

9 金
10 土
11 日

申込先：社会福祉協議会

12 月

℡84-0332まで

13 火
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

西部サービスセンター

18 日
19 月
20 火 矢上地域子育てサロン 矢上公民館 10時～12時
21 水

司法書士相談のご案内

♪今月のサロンは申し込みが必要です♪

22 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

23 金
24 土

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。

25 日
26 月
27 火
28 水 アルコール相談

県央保健所 13時半～15時半

29 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

30 金

民間助成金事業の

ご案内
活動の充実にご活用下さい！

31 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。

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

ボランティア活動や福祉事業を支援
する民間の助成事業がホームページ
「島根いきいき広場」に掲載されてい
ます。
http://www.shimane-ikiiki.jp/

いきいき広場

し上げます。

平成

年８月

いただきます。心よりお礼申

貴重な財源として活用させて

助成等）の組織化及び活動の

地域福祉推進（地区社協への

福祉推進事業をはじめとし、

者福祉、障がい者福祉、児童

寄付金につきましては、高齢

付金をいただきました。この

多くの方から、心温まる寄
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居


淀 原   一  




下 茅   場  

米

善教寺原
幸
小 掛   谷  






吉賀

笹田
寛文

芳嗣

寺本美惠子

様

様

様

様

邦彦

様

香川ツルヱ

石橋

〔奨学資金事業へ〕


お詫び

観音寺原

松本

坂口

石橋

日高

良弘

隆登

喜朗

省悟

憲司

様

様

様

様

様

様



故



故

８月号にて次の方のお名
前を間違って掲載しており
ました。
深くお詫びして訂正いた
します。

宮川

忠夫

井下 匠 様
ご遺族様（正）

井上 匠   様
ご遺族様（誤）

岡山県（小河内）

⇒

岡山県（小河内）

樋谷

〔一般福祉事業へ〕
土

小 河   内  



観音寺原

上 茅   場  





七 日   市  

お問合せ先 シルバー人材センター事務局 TEL８４-０１２３

お問合せ先
邑南社協福祉用具貸与･販売事業所
℡84-0818まで

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！

福祉用具に関すること、
お気軽にご相談下さい！

シルバー人材センターは６０歳以上で

社会福祉協議会では、毎年新盆をお迎え
になられるご家族に対して、心ばかりのお
供えをお届けしています。
今年は219世帯へ贈らせて
いただきました。

シルバー人材センター

新盆のお供えをさせていただきました。

会員募集中!

（8）
2015.9 No.131

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

