もくじ
「ゆずり葉」を観る会実行委員会について ……… ２
福祉系大学からの実習生受け入れについて …… ３
チャリティゴルフコンペ参加者募集について…… ３
地区社会福祉協議会会長会開催について……… ４
助成金制度説明会の開催について …… ４
石見養護学校の生徒のボランティア活動について ……５
「ほたる会」研修旅行についてほか ……………… ５
日貫地区社会福祉協議会の取り組みについて…… ６
９月の予定ほか …………………………………… ７
法律相談会のご案内について …………………… ７
寄附金のお礼……………………………………… ８
介護スタッフ養成講座開催について …………… ８

118
2014.8.4
August

配食サービス事業

お弁当に「絵手紙」を添えてお届けしてます！

社会福祉協議会では、配食サービスをご利用いただいている方々に、月に一
度、絵手紙を添えてお弁当をお届けしています。この絵手紙には、地域支援ボラ
ンティア「高原絵手紙文通サークル」の方々が、はがきに季節の花や野菜の絵と
メッセージを添えられており、利用者の方からは「毎月、絵手紙を楽しみにして
います。とても素晴らしく、ずっととっておいて、時々ながめています」などの
感想が寄せられています。
vol.118
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全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画

今秋、邑南町で「ゆずり葉」が上映されます！
発起人：手話ボランティア「ゆびの輪会」＆要約筆記サークル「瑞穂かけはし」

『「ゆずり葉」を観る会実行委員会』が立ち上がりました！
７月23日、手話ボランティア「ゆびの輪会」・要約筆記サー
クル「瑞穂かけはし」のメンバーが発起人となり『「ゆずり
葉」を観る会実行委員会』が立ち上がりました。
これは、この会の実行委員長でもあり、聴覚に障がいのある
森脇瑞穂さんが、邑南町のたくさんの人がこの映画を観て、人
権や自分自身を考えるきっかけにしてもらいたいと考え、その
思いに共感した仲間が、映画の上映を実現するために行動を起
こし、今秋、邑南町内３会場での自主上映会に向け様々な関係
機関と手をつなぎ連携を深めておられます。邑南町社会福祉協
議会においても実行委員のメンバーとして、ひとりでも多くの
方々にこの映画「ゆずり葉」を鑑賞していただくことができる
よう協力していきたいと思っています。
この映画は、上映会場600か所、上映回数1000回、動員17万人を突破するなど、さまざ
まな関係者の方々から「人権教育・啓発素材として最適の映画であった」と称賛の声を頂
戴している作品となっています。詳しい上映日程等は決定次第、広報「おおなん社協」で
お知らせします。

実行委員長「森脇瑞穂さん」からのメッセージ
『私には、聴覚障害があります。普通に運転免許を持ち、介護福祉士
としての資格も得て仕事をしています。当たり前のこととして過ごして
きました。でも、昔は就きたい仕事や資格の取得に、障害を持っている
ということだけで断られることが多かったようです。そのことに疑問を
持ったろうあ者の方たちが、障害者を排除した法律の欠格条項撤廃運動
を起こし、社会の理解や制度の見直しにつながり、今があるのだということをこの映画通
して知りました。先人の行動にありがたみを感じ、自分に何かできることはないかと考え
たとき、まずはこの映画をこの地域のたくさんの人に見てもらおう、そして「聞こえない
こと」と「聞こえないことで発生する不便があること」を少しでもわかってほしいと思い
ました。今私が、理解ある家族や職場の人たちや仲間に支えられていることを改めて気づ
かせてくれた映画でもありました。障害の有無に関係なく誰もが何らかの悩みを持ってい
るはずです。お互いが支えあい、前を向いて進んでいこうと誰もが思える映画です』

森脇 瑞穂

お問い合わせ先 「ゆずり葉」を観る会実行委員会

℡84-0332
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福祉系大学からの実習生の受け入れが始まりました。

今年は瑞穂地域「中野原・小林集落」で訪問調査活動を実施！
社会福祉協議会では、福祉人材育成を大切な役割と考え社会福祉士等の国家資格取得
のための現場実習生の受け入れを積極的に行っています。昨年に引き続き、岡山県倉敷
市にある川崎医療福祉大学の学生４名を８月19日より１カ月の予定で地域実習生として
受け入れています。町外出身の学生４人は瑞穂地域道明集落の空き家を借りて生活しな
がら、「中野原・小林集落」を中心とした訪問調査活動を実施しています。
地域実習は地域の関係機関・団体のみな様の温かいご支援とご協力のもと実施されて
います。引き続き実習生への応援をお願いいたします。

川崎医療福祉大学
３年 松本 智也さん

川崎医療福祉大学
３年 八幡 一希さん

川崎医療福祉大学
３年 松田 朋絋さん

川崎医療福祉大学
３年 伊田 唯人さん

邑南町での実習を
通して様々なことを
学びたいと考えてい
ます。とても貴重な
体験だと思うので一
生懸命頑張ります！

持ち前の明るさと
ポジティブさで頑張
ります！邑南町のみ
なさん1か月間よろ
しくお願いします！

１か月間の実習を
通して自分自身がよ
り一層成長できるよ
うに頑張ります！充
実した実習生活を送
れるように一日一日
を大切に取り組んで
いきたいです。

邑南町の皆さんと
ふれあい、接してい
くことでより充実し
た実習にしたいと考
えています。よろし
くお願いします。

参加者募集中!

第１回 邑南町社会福祉協議会

「住民参加型チャリティゴルフコンペ」開催日決定！
邑南町社会福祉協議会では、「第１回
住民参加型チャリティゴルフコンペ」を
開催します。町民の方ならどなたでも参
加できます。「個人で！」「職場で！」
「ご家族・ご親族で！」「グループ
で！」等々、多数の皆さんの参加をお待
ちしています。

お申し込み先

●開催日

10月19日（日）

●会

水明カントリークラブ

場

●参加費

3,000円

●募集人数

80人（20組）

社会福祉協議会84‐0332/ＩＰ：050-5207-5434
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地区社会福祉協議会会長会が開催されました！
今年度初めての地区社協会長会を７月31日（木）
に開催しました。
平成26年度の町社協事業計画等については各地区
社協で総会が開催された際に説明させていただいて
おり、今回はそれぞれの地区社会福祉協議会に寄せ
られている代議員や住民の皆さんからの問い合わせ
や要望に対しての検討・協議・確認等を行いまし
た。今後、地域福祉活動を推進していくうえで、地
区社協が果たす役割はますます重要であると一同あ
らためて認識をし、少子高齢化の進む本町で生活し続けられる仕組みづくりにより一層尽
力していくことを確認しました。
社会福祉協議会には暮らしに関する困りごと等遠慮なくご相談いただける窓口が各地域
（本部・西部サービスセンター・東部サービスセンター）に設置してあります。地区社会
福祉協議会と一緒になって地域福祉増進に取り組んでいきたいと思います。

助成金制度が、一度にわかる！

助成金制度説明会が開催されます！
地域のために、社会のために、こんな事業がやりたい、そんな想いに応える助成金制
度の合同説明会・個別相談会が開催されます。はじめに、「助成金とは…」から解説さ
れますので、助成金制度の基本がお知りになりたい方にも良い機会です。併せて融資制
度についても紹介されるそうです。ぜひお出かけください。

開催日

9月29日（月）13時～16時

会

矢上交流センター

場

参加料は無料

～スケジュール～
13:00～13:30 助成金制度について
13:30～14:15 各種助成金制度の説明（特徴と採択事例など）
14:15～14:30 各種融資制度の説明
14:40～16:00 個別相談会（各団体10分程度）
参加団体
・島根県社会福祉協議会
・ふるさと島根定住財団

助成制度
しまねいきいきファンド助成事業
地域づくり応援助成金

＊参加申込が必要です。参加ご希望の方は９月24日㈬までに「公益財団法人ふるさと定住財団」
のホームページからお申し込みください。http://www.teiju.or.jp/local/?2609jyosei

お問い合わせ先 「公益財団法人ふるさと定住財団」
松江市朝日町478-18 松江テルサ3階 TEL 0852-28-0690 FAX 0852-28-0692
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石見養護学校の生徒が草刈りボランティアを実施しました！
石見養護学校では学習の一環として、草刈り
等のボランティア活動に取り組まれています。
このボランティア活動では、子どもたちの地域
に貢献する意識を醸成し、自己啓発を図り、活
動を通して自信と達成感を育てることを目的に
されています。
７月９日（水）、中野地区「邑智病院前」・
森実上別所線「絆ロード付近」を高等部園芸班
７名と教職員の皆さんで草刈り作業を実施されました。教職員の指導の下、生徒３名が草
刈り機で草を刈り、他の生徒が草を集めて一輪車で廃棄場所へと手際よく運び、予定の時
刻より早く作業が終了しました。近隣の方々からは、草刈り作業は大変できれいにしても
らって助かったと喜んでいただきました。

四ツ葉の里夏祭りにボランティア派遣しました！

「付添いボランティア」として19名が参加。
７月31日（木）、「四葉の里夏祭り」が石見養護学校グラウンドを会場として盛大に開
催されました。この祭りは「四ツ葉の里運営協議会」が主催しており、「緑風園」「石見
養護学校」「くるみ学園・くるみ邑美園」「愛香園」を利用されている方はもちろん、地
域の方たちもたくさん参加されるなど、地域と施設のつながりを感じさせるお祭りとなっ
ています。毎年ボランティアセンターでは、この祭りにボランティアさんを募集し派遣し
ています。今年は「付添いボランティア」として19名の方の参加があり、当日は利用者の
方が夜店で買い物をされるのを手伝ったり、花火やブラスバンドの演奏を一緒に楽しんだ
りと利用者の方に寄り添った活動をしていただきました。
ボランティアセンターでは、ボランティア活動は、活動を通してさまざまな人と知り
合ったり、協力し合うことで人とのつながりを広げることもできるなど、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考えます。また「できる人が・できるときに・で
きるだけを」を活動のテーマとして今後もボランティア活動の推進を行っていきたいと思
います。

邑南町一人暮らし高齢者の会「ほたる会」で研修旅行に行ってきました！
７月４日（金）に「ほたる会」で大田市にある三瓶
自然館「サヒメル」に出かけました。当日は、あいに
くの雨でしたが参加者42名で三瓶自然館のプラネタリ
ウム＆大型ドームの大画面で「さんべ自然紀行」「一
番星の女神」「煌めきの中で」を観覧し「なんと大き
な映像に飲み込まれそうになったわ～」とご満悦の様
子でした。国民宿舎さんべ荘で昼食と入湯をして「み
んなで楽しい時間だったね」と口々に話され、またの
機会を約束し元気に帰路につかれました。
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邑南町にはすべての地域11地区に地区社協が設置され、それぞれ
の地域に根ざした地域福祉活動が展開されています。今月は「日貫
地区社会福祉協議会」よりお届けします。
「ボランティアの日の活動」の様子

日貫地区社会福祉
協議会

会長
山田 博之

日貫地区の
人口と世帯数
●人
口／ 532人
●世 帯 数／ 216世帯
●高齢化率／ 46.2％

●日貫地区社会福祉協議会
日貫地区社会福祉協議会では、「皆で支え合う地域福祉」を活動の目標として、地区内
の５自治会や日貫地区活性化協議会、また町社協など関係機関と連携し、福祉活動を実施
しています。地域に住んでおられる方が、いきいきとした生活が出来るよう皆さんと一緒
になって福祉活動の実践を行っていきたいと思っています。

●主な活動内容
■自治会単位で実施している
「いきいきサロン活動」の推進
平成25年度23回実施、延べ参加者434人。
■除雪作業の支援
平成25年度は活動がありませんでした。
■「ボランティアの日」の活動
地域の子どもたちや会員さんと一緒に
環境美化活動を実施。
■敬老会の開催
「敬老会」の様子
敬老の日に地域の高齢者を招いて敬老会を実施。
■地域歳末餅つき交流会
地域の一人暮らしの高齢者と一緒に餅つきをして交流を実施。
■研修会
昨年は、災害のため実施出来ませんでしたが、例年「ひとのぬくもりいっぱい音楽会」
と題し中学校や高校のブラスバンド、また津軽三味線の演奏などを開催し地域の皆さんと
音楽を通じた交流を実施。
■その他 「初盆物故者及び戦没者の慰霊祭」などの実施。

●今後の活動
今後も日貫地区社協では、地域に根ざした福祉活動を行い、益々高齢化が進むであろう
地区の中で、みんなで支え合う体制の推進、地域の伝統文化を守る活動、子どもも高齢者
も、また一人になっても安心して暮らせる町づくりのお手伝いをしていきたいと考えてい
ます。
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9月 お知らせ出会いカレンダー

9月
行
事
1 月
2 火
3 水 アルコール相談
4 木 社協なんでも相談
5 金 肝炎･エイズ相談･検査
自死遺族のための相談会
6 土
瑞穂地域子育てサロン
7 日
8 月
9 火 こころの健康相談
10 水
11 木 社協なんでも相談
12 金 思春期こころの健康相談
13 土
14 日
15 月

開催場所

県央保健所 13時半～15時半
社協各サービスセンター
県央保健所 9時半～11時
県立心と体の健康センター
元気館 10時～11時半

元気館 13時半～15時半
社協各サービスセンター
県央保健所 13時半～15時半

各種相談会に関するお問合せ先

保育の就職フェアしまね
島根県内の保育所等の児童福祉施設にお
ける人材確保及び保育現場に就職を希望す
る方への支援を目的に開催します。

開催場所
石見法律相談センター 13時半～16時
矢上公民館 10時～12時
社協各サービスセンター
県央保健所9時半～11時
安心センターはすみ 10時～

社協なんでも相談
一斉相談会

社協各サービスセンター
川本町役場 13時～16時

こころの健康相談

県央保健所 13時半～15時半

県央保健所窓口
☎0854-84-9823
県央保健所窓口
☎0854-84-9826
石見法律相談センター ☎0855-22-4514
心と体の相談センター ☎0852-21-2045

ひとりで悩まないで…。

「法律相談会」
開催します！

８月31日（日）
11時～ 15時半

日

時

場

所 浜田ステーションホテル

容

行
事
交通事故専門相談
矢上地域子育てサロン
社協なんでも相談
肝炎･エイズ相談･検査
法律相談会

※日程等が変更になることもあります。相談は、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・アルコール相談
エイズ・肝炎相談・検査
交通事故専門相談
自死遺族のための相談会

内

9月
16 火
17 水
18 木
19 金
20 土
21 日
22 月
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土
28 日
29 月
30 火

秘密は守ります！
安心してご相談ください！

参加事業所の
ＰＲブックの配布

■開催日

9月20日（土）10時～

■会

東部サービスセンター（口羽）

個別就職面談会

■弁護士

本家 泉衣 氏

各種相談コーナー

■相談料

無料

参加費無料、参加申込不要
託児費用助成あり（要申込み）

■その他

申込が必要です。

お問合せ
島根県福祉人材センター石見分室
☎０８５５－２４－９３４０

場

お申込み先
社会福祉協議会／☎84-0332
ＩＰ：050-5207-5434
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江津市（布施１）

原
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山根美津子

坂本

寿博

様

様

様

様

島根労働局受託事業

平成26年度
技能講習のご案内
少しずつですが、
介護サービスの
仕事がわかってきました。
不安はありますが
志してみようと思います。

平成25年度は、
修了者の約65％が
早期に就職しました。
主な就職先

10㈪・11㈫
10：00～15：00
●講義
食の安全と理想的な食生活
高齢者向けの食事、介護食
●調理実習
募集
人員

12㈬
13：00～16：00
●再就職活動について
●閉講式
事業主・ハローワークとの
面接・相談会

10名

( 但し、申込期限時に定員に満たないときやキャンセル待ち
などの理由により申込受付を継続する場合があります。 )

島根県シルバー人材センター連合会大田分室

☎0854-83-7500

晶子

笹崎

和志

様

諏訪

秀夫

様

様

原野

茂則

様

信博

藤井

政治

様

吉賀

大町

弘義

様

お問い合わせ先



金守

一夫

平成26年10月16日㈭





白須

申込
期限

受講無料

介護施設での介護員・
調理人、訪問介護員など

5㈬・6㈭・7㈮
10：00～16：00

（邑智郡邑南町高見485番地1）

広島県（幸米）

魚







様

たくさん）

10月30日㈭から
11月12日㈬までのうち9日間

邑南町社会福祉協議会

日 南 原

断

鹿 子 原

力 沢 区

森 脇 谷

（たまご

一般寄付物品

島根県養鶏協会


調理補助業務付

会場

7

月

様

介護スタッフ養成講習
●開講式、オリエンテーション
●介護支援サービス業務
●就活セミナー
高齢者の理解と介護の基本姿勢
インターネットを使った求人情報検索
応募書類の作成、面接準備
介護技術
●職場でのコミュニケーション
起居動作、食事介護など

26

年

宣明

様

経験や資格がなくてもできる介護の仕事があります！

10/30㈭・31㈮・11/4㈫
10：00～16：00

平成

山岡

慶二

様

様

様

様

様

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。

 上口

修三

由文

佐田

周平

土崎

宅見

嘉教

松川ハル子

喜種

〔一般福祉事業へ〕

広島市（上田）









三次市（下金井谷）

尾

布 施 １

麦

田 所 下

場

三日市２

馬

55歳以上の方の就活を応援します!

日程

（8）
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