
夏休み期間７月31日～８月５日までの６日間、浅利コ
ミュニティセンターで「ひまわり食堂」と銘打ったこど
も食堂が開催されました。この事業は、浅利地区民生児
童委員協議会・社協浅利支会・浅利まちづくり振興会が
地域住民と子どもたちとの交流を目的としたもので、お
昼ご飯を一緒に食べたり、折り紙や遊具で遊んだりと11
時から13時までの限られた時間を楽しく過ごしました。
６日間の参加者は200名と多く、開催者は、これからも
要望があれば開催を考えることとしています。
市内他地域でも「子どもと楽しく食事をする会」（仮称）
が開かれています。

浅利地区で
「ひまわり食堂」開催
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７月26日（水）江津市総合市民センターミルキーウェイホールにおいて平成29年度演芸大会が開催されました。
この大会は、広く市民の皆様に老人クラブへの理解を深めていただくとともに、会員の加入促進を図ることを目
的として開催し、今年度で16回目になります。当日は18クラブ135名の老人クラブ会員が、日頃生きがいや趣味
活動として取り組んでいることや、この日のために仲間とともに練習した演芸（踊り、社交ダンス、詩吟、合唱な
ど）を披露しました。老人クラブでは、高齢期における生活が豊かなものとなるように、「健康」「友愛」「奉仕」
を基本とする活動の他にも様々な活動を行っています。加入を希望される方はお気軽に地域の老人クラブまたは江
津市老人クラブ連合会へご連絡ください。

桜江放課後児童クラブでは、夏休みの一日開所を利用
して江津市の出前講座を受講しました。
８月９日、桜江小学校家庭科室にて、キッズクッキン
グを実施。当日は、食生活改善推進員の方の協力の下、
児童25名が６グループに分かれて、じゃがおやき・お
麩のきなこラスクを作りました。会食時には、食生活改
善推進員の方から食育クイズもあり、和気あいあいと楽
しく美味しいおやつの時間となりました。

８月22日には、児童22名・支援員等５名で島の星ク
リーンセンターを見学。実際に作業されている様子や間
近で大きな機械も見せてもらったり、ペットボトルなど
がリサイクルされて意外なものにかわることなど、分か
り易く話をして頂きました。現場を見ることでごみの出
し方などについても、それぞれが感じ取ることができ貴
重な体験となりました。

“演芸大会”（江津市老人クラブ連合会）

桜江放課後児童クラブの夏季体験
～キッズクッキング・島の星クリーンセンター見学～

機械に興味津々！
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プライバシーは
守ります

①「まず、困っていることを何でも話してください」
○就労や家庭、心身の問題など広くうかがいます
○相談の内容によっては適切な専門機関へつなげます
○窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます

②「自立への計画を立てます」
○抱えている課題を評価・分析し、必要な支援を把握します
○�あなたの希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に行われ
るように自立に向けたプランを策定します

③「自立のために一緒に目標に取り組みましょう」
○課題を解決するために必要な機関と連携して支援を行います
○あなたの状況に合わせて継続して支援します

経済的な問題や様々な困難に直面している人の相談窓口
「生活支援相談センター」へご相談ください

◎相談・支援の流れ

◎相談内容の例

※その他、生活上の不安や悩みをどこへ相談したらいいのかわからないなどお気軽にご相談ください
※生活保護受給中の方で、上記のようなお困りごとがある場合は、市役所の担当ケースワーカーにご相談ください

◦仕事を探したいけど一人では不安
◦長い期間働いていないので、すぐに働く自信がない
◦就職が決まったけど、給料が振り込まれるまでの生活費がない
◦公共料金の支払いや借金の返済などをどのようにしたらいいかわからない
◦多重債務により生活が苦しい
◦住居を失いそう/失った
◦入院費の支払いにより、年金受給日までの食料がない
◦子どもが長年ひきこもっていて働いていない
◦民間アパートへ転居したいが、連帯保証人がいない
◦働けなくなり、生活費が不足している

◎場所・連絡先
〒695-0011　江津市江津町1518-１　パレットごうつ２階　江津市社会福祉協議会内
☎�52-2474　ＦＡＸ�52-2308　 �info@gotsu-syakyo.jp

★ひとこと★
　�相談者の思いや気持ちを受け止め、相談者が主体的に自立に向けた行動をとることが
できるよう、寄り添いながら支援していきたいと思います。

★☆新任職員紹介☆★ ～４月より生活支援相談センターに新しい職員を迎えました～

盆子原 峰雄
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赤い羽根共同募金助成金決定通知書交付式 開催
江津市共同募金委員会

８月９日（水）、済生会江津総合病院講堂において、赤い羽根共同募金助成金決定通知書交付式を開催いたしま
した。この交付式は、平成28年度実施の共同募金寄付金を財源として、平成29年度共同募金助成事業を実施する
下記の団体等の代表者に、赤い羽根共同募金助成金決定通知書及び共同募金助成金を交付いたしました。

赤い羽根共同募金運動は、戦後、昭和22（1947）年に「困っ
たときはお互いさま」の気持ちから、「国民たすけあい運動」と
して始まり、今年度は70周年の節目を迎えます。
共同募金運動は、じぶんの町（江津市）を良くするために、社
会福祉協議会をはじめとする、江津市内の各種福祉団体等が地域
福祉の推進を目的に、さまざまな地域の課題解決に取り組む活動
を支援（助成）しています。※詳細は下表記載。
これからも赤い羽根共同募金は、テレビや新聞などで取り上げ
られない、小さくても地域に欠かせない大切なことに、心を配っ
て活動していきますので、皆さまのご支援ご協力を宜しくお願い
申し上げます。
赤い羽根共同募金の使いみちなど詳細は、赤い羽根データベー
ス「はねっと」をご覧ください。
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

平成29年度共同募金助成団体名 助成金額（円）
●江津市社会福祉協議会
○江津市社会福祉協議会23支会
●江津市民生児童委員協議会
○江津市老人クラブ連合会
●江津市障がい者協会
○江津市の子どもの社会参加を考える会
●虹 の 家
○点訳ボランティア「窓の会」
●江津市少年補導員連絡会
○わんわん･ふれあい会
●青山を良くする会
○桜江町ボランティア　　　　　 
●嘉久志まちづくり推進協議会

1,677,205
4,000,000

380,000
150,000
191,500
91,500
80,000
50,000
30,000

100,000
50,000
50,000

100,000
合　　　計 6,950,205

赤い羽根共同募金運動
 がはじまりました！

10月１日から12月31日まで募金運動期間

社会福祉協議会各支会が地域の実情に応じて取り組
む地域福祉推進事業。写真は、地域の高齢者の外出
機会と交流を目的に開催されている老人給食事業。

共同募金助成金決定通知書を読み上げる
江津市共同募金委員会 森脇専二会長（写真右）

平成29年度江津市共同募金目標額　9,202,000円
■江津市の共同募金予定使途■ ※江津市の平成29年度共同募金目標額（9,202,000円）と同額の場合
●江津市地域を対象にした助成事業  7,100,000円  ⇒平成29年度募金の約７割が平成30年度に助成予定

○江津市社会福祉協議会（江津和光園大学ふれあい教室 他1,773） ○社会福祉協議会23支会（各地域福祉推進活動4,109）
○江津市民生児童委員協議会（民生児童委員協議会研修380） ○江津市老人クラブ連合会（総合交流スポーツ大会150）　
○江津市障がい者協会（障がい者の体育･文化活動200） ○桜江地区民生児童委員協議会（子育てサロンひろば28）
○江津市少年補導員連絡会（青少年健全育成チャレンジ縄跳び30） ○虹の家（虹の家祭り80）
○点訳ボランティア｢窓の会｣（視覚障害者の点字情報提供50） ○江津市共同募金委員会（公募･地域福祉活動推進助成300）

 ※上記（　）内右端の金額単位は千円。
●島根県内の市町村を越える広域を対象にした助成事業ほか 2,102,000円 ⇒ 平成29年度募金の約３割分

○江津市から申請なし
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主 な 行 事 予 定

10月

11月

12月

全国一斉赤い羽根共同募金運動開始（10月１日から12月31日まで）
　共同募金運動初日には、街頭募金を行います。
　皆様のご協力をよろしくお願い致します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊詳しくは、江津市社会福祉協議会（℡52－2474）へお問合せください。

江津健康フェスタ2017出店
（江津市社会福祉協議会）

日　時　10月９日（月）10：00～
会　場　済生会江津総合病院駐車場
内　容　いきいき健康づくり体験
★ニュースポーツ体験
★セラピー犬とのふれあい
　�マスコット犬「インディー・クーリー」も参加します！

江津和光園大学「ふれあい教室」
第３講座（江津市社会福祉協議会）

日　時　10月16日（月）13：30～
会　場　桜江総合センター３階多目的ホール
演　題　「今、ここにある幸せに感謝を
　　　　～小さな幸せを見つけた日、人生が変わりはじめる～」
講　師　講演家（人権啓発・福祉・教育・メンタルヘルス）
　　　　フルート・オカリナ奏者　さくらい　りょうこ�氏

江津和光園大学「ふれあい教室」
第４回講座（江津市社会福祉協議会）

日　時　11月15日（水）９：30～11：30
会　場　江津市総合市民センター２階会議室平成29年度

江津市総合社会福祉大会
（江津市社会福祉協議会）
日　時　11月８日（水）13：30～
会　場　江津市総合市民センター
内　容
　⑴式典：表彰および感謝状贈呈
　⑵地域福祉活動実践発表
　⑶�少年の主張江津市大会出場者�

意見発表

平成29年度
福祉ふれあいチャリティバザー

（江津市社会福祉協議会・江津市共同募金委員会）
日　時　12月3日（日）9:30～14:00
会　場　江津市総合市民センター
　�市民の皆さまから拠出していいただいた品物を販売いたし
ますので、品物の拠出にご協力ください。

マスコット犬「インディー（右）・クーリー（左）」

今年も募金活動、頑張ります！
皆さん、会いに来てネ。
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―地域福祉のために大切に活用させていただきます―

筑　後　葉　子�様（筑後　　強�様）

谷　田　正　文�様（谷田サダヨ�様）

赤　木　容　幸�様（赤木登美子�様）

和　田　恒　樹�様（和田ユキ江�様）

中　田　日出雄�様（中田　浩史�様）

湯　浅　　　修�様（湯浅美千惠�様）

池　田　　　学�様（池田　　正�様）

広島県（渡津町）

山　根　和　也�様（山根　温子�様）

大阪府（波積町）

早　見　隆　司�様（早見　幸男�様）

松江市（嘉久志町）

神　移　司　郎�様（神移サカエ�様）

浜田市（渡津町）

野　村　英　司�様（野村　　基�様）

浜田市（桜江町）

湯　浅　豊　文�様（湯浅美佐子�様）

渡津町（江津町）

山　形　勝　成�様（山形　典夫�様）

二宮町

大　畑　昌　彦�様（大畑　忠人�様）

伊　藤　隆　志�様（伊藤　泰枝�様）

波子町

野　海　　　豊�様（野海壽枝子�様）

和　田　和　彦�様（和田　　等�様）

都野津町

丸　田　健　司�様（丸田　貞子�様）

石　原　禎　子�様（石原　徳次�様）

佐々木　裕　紹�様（佐々木敏夫�様）

今　﨑　一　治�様（今﨑　和子�様）

松　田　　　弘�様（松田小美恵�様）

和木町

今　田　敏　夫�様（今田シズメ�様）

澤　津　清　子�様（澤津　安正�様）

嘉久志町

水　本　元　之�様（水本　トシ�様）

永　田　　　正�様（永田　良男�様）

森　脇　壽　子�様（森脇　　傅�様）

吉　本　正　美�様（吉本モトメ�様）

羽　代　実　男�様（羽代恵美子�様）

江津町 　横田　秀治�様、　亀悠塾�様　　　浅利町 　紅藤静公会　代表　向井公子�様

江津町

阿　部　克　次�様（阿部　道子�様）

岡　本　卓　巳�様（岡本　　学�様）

森　田　俊　明�様（森田　玲子�様）

川平町

島　津　錦　男�様（島津　克惠�様）

松川町

岡　田　美佐江�様（岡田　恒稔�様）

鎌　田　洋　平�様（鎌田　和子�様）

大　野　幸　延�様（大野　數雄�様）

渡津町

川　由　祥　一�様（川由　　渉�様）

坂　根　芙美枝�様（坂根　英夫�様）

竹　本　喜代子�様（竹本　　強�様）

浅利町

松　原　洋　司�様（松原トミコ�様）

後地町

石　田　政　司�様（石田ナツヨ�様）

嘉　戸　圭　司�様（嘉戸カズ子�様）

桜江町

入　江　玉　雄�様（入江　春子�様）

●香典返し寄附金

●一般寄附金

ご寄附ありがとうございました

６月１日から８月31日受付分まで・順不同
※香典返し寄附金で（　）内の氏名は故人

【予約・お問い合わせ先】TEL 52－６７１０　FAX 52－23０８

※江津会場 ⇒ �江津市社会福祉協議会
� （江津ひと・まちプラザ“パレットごうつ”２階）
※桜江会場 ⇒ �桜江総合センター３階トレーニングルーム�

（江津市社会福祉協議会桜江連絡所の隣）
◎相談は無料です。また、相談により知り得た秘密は固く守られますの
で、安心してご相談ください。

◎福祉相談については、担当者不在の場合もありますので、なるべく事
前に電話等でご相談ください。

福祉相談【担当職員】
月曜～金曜  9：00～16：00（江津会場）

（祝日は除く）

一般相談【司法書士・民生委員等】（要予約）
10/17㈫　13：30～15：45（桜江会場）
10/27㈮　  9：00～12：00（江津会場）
11/24㈮　  9：00～12：00（江津会場）

10/12㈭　13：00～15：00（江津会場）
11/  9㈭　13：00～15：00（江津会場）

法律相談【弁護士】（要予約）

ごうつ 社 協
社会福祉法人 江津市社会福祉協議会

〒699-4226 江津市桜江町川戸11番地1
TEL（0855）92-1450　FAX（0855）92-0205
E-mail　sakura-s@soleil.ocn.ne.jp

（桜江連絡所）〒695-0011 江津市江津町1518番地１　江津ひと・まちプラザ内
TEL（0855）52-2474　FAX（0855）52-2308
ホームページアドレス　http://gotsu-syakyo.jp/
E-mail　info@gotsu-syakyo.jp

（本　 所）


