
〜じぶんの町をよくするしくみ〜

　10月１日および２日にかけて市役所、市内の店舗・道の駅などで街頭募金活動を実施しました。
　街頭募金活動には市内各界の皆様・福祉関係者の方に募金ボランティアとしてご協力いただき、
113,198円の心温まる募金が寄せられました。
　ご協力いただきました関係者の皆様、市民の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

赤い羽根街頭募金活動
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江津市社会福祉法人連絡会を発足しました

　去る10月25日に開催された設立総会において「江津市社

会福祉法人連絡会」が正式に発足いたしました。

　このたびの社会福祉法人制度改革に伴い、社会福祉法人

にはこれまで以上に高い公共性や公益性が求められること

となり、各社会福祉法人におきましては、制度の狭間にあ

る地域の課題等に積極的に対応することが期待されていま

す。そのためには、市内の社会福祉法人・福祉施設が連携・

協働して、地域福祉の幅を広げていくことが重要です。

　こうした背景のもと、日々さまざま

な福祉事業に取り組む社会福祉法人関

係者が連携し、これまで以上に江津市

内の福祉を高めていこうという思いか

ら江津市内の11の社会福祉法人のご協

力により「江津市社会福祉法人連絡会」

を立ち上げました。

　会長には、（社福）恩賜財団済生会

支部島根県済生会の田中増次支部長が

選任されました。

（社福）恩賜財団済生会支部島根県済生会
　（江津総合病院、高砂ケアセンター、白寿園）支部長　田中増次
（社福）島根整肢学園（西部島根医療福祉センター）理事長　木原　清
（社福）いわみ福祉会（ミレ青山）　理事長　室崎富恵
（社福）花の村　理事長　相山　慈
（社福）桜江福祉会　理事長　千代延俊介
（社福）明蓮会　理事長　近江隆寛
（社福）江和会　理事長　奥迫義成
（社福）波子保育所　理事長　黒川　貢
（社福）敬川保育所　理事長　山﨑定育
（社福）東輝会（故郷―敬川）理事長　大野東俊
（社福）江津市社会福祉協議会　会長　黒川　聰

江津市社会福祉法人連絡会会員【順不同】
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ふれあいと体験「江津健康フェスタ2017」

笑顔でボランティア活動 　10月28日（土）〜29日（日）の２日間
にわたり、西部島根医療福祉センターに
おいて「第43回学園祭」が開催されまし
た。学園祭には、江津市ボランティアバ
ンク登録団体の石見智翠館高等学校の生
徒35名、江津市ジュニアリーダーズクラ
ブ会員６名（計41名）の方がボランティ
アとして参加されました。当日は、模擬
店の運営補助やプラバン製作の手伝いに
一生懸命取り組みました。このボラン
ティア活動は、参加された青少年が自ら
学び、成長していくための貴重な機会と
なりました。

　江津市社会福祉協議会が後援団体として出店する「江津健康
フェスタ2017」が10月９日島根県済生会江津総合病院駐車場で開
催されました。江津健康フェスタ実行委員会主催のこのイベント
では、様々な体験を通じて医療や健康・予防について楽しみなが
ら考え学び遊べるコーナーが用意され、多くの参加者で賑わいま
した。
　介護予防の一環として「いきいき健康教室」を実施している本
会では、簡単なラダーゲッターゲームを体験していただき、テン
トの外ではセラピー犬として社協のマスコット犬「インディーと
クーリー」がたくさんの子どもたちや高齢者の皆さんに愛嬌をふ
りまきながら楽しくふれあっていました。

インディーとクーリーにたくさんの来場者の方が会いに来てくれました。
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ガンバルーンゲーム大会いきいき健康教室

生活福祉資金（教育支援資金）のご案内

　10月30日（月）　桜江総合センター多目的ホールにおいて、いきいき健康教室「ガンバルーンゲーム大会」
を開催しました。
　毎年恒例となった大会ですが、NPO法人しまねコーチズの溝部俊也氏を講師に迎え、15チーム75名が、
優勝を目指して笑いと気合いみなぎる競技となりました。
　ガンバルーンゲームは、体力や技より、偶然性が勝敗を左右するため、全チームに高得点のチャンスがあ
ることもこのゲームの特徴です。毎年新しい種目を１つ入れるようにしていますが、今回の“ワンバウンド
入れゲーム”は思い通りにボールが弾まず、皆さん苦戦されていました。
　これからも、健康で楽しく毎日が過ごせるように皆さんと一緒に活動を続けていけたらと思います。

○ご利用いただける世帯
　　他の資金からの借入を受けることが困難であると認められる世帯で、以下の方が対象となります。
　　（所得制限があります）
　　①日本学生支援機構、島根県育英会、母子父子寡婦福祉資金貸付制度等の貸付が受けられなかった方
　　②現在他の資金の貸付の申込みをしているが、学費等納入期日までに決定が間に合わない方
　　③他の資金の貸付が決定しているが、なお資金が必要な方
　　④他の資金の貸付が決定しているが、その資金が貸与される前に必要となる資金の確保が困難である方
　�　なお、他の資金の申込をしていない方については、本資金の貸付決定後において他の資金の貸付の申込
をしていただきます。
○貸付限度額
　＜教育支援費＞　（１）高等学校（専修学校高等課程を含む）� 月額　35,000円以内
　　　　　　　　　（２）高等専門学校� 月額　60,000円以内
　　　　　　　　　（３）短期大学（専修学校専門課程を含む）� 月額　60,000円以内
　　　　　　　　　（４）大　　学� 月額　65,000円以内
　＜就学支度費＞　500,000円以内
○貸付金利子：無利子　　　○据置期間：卒業後６か月以内　　　○返済期間：20年以内
○借入の相談　　民生委員、または江津市社会福祉協議会（TEL52-2474）にご相談ください。

ボール送りゲーム お手玉のせゲーム
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おめでとうございます

　９月23日　くにびきメッセにおいて平成29年度しまね県民福祉大会が開催されました。

　この大会において、多年にわたる各種福祉活動への功績が認められ、表彰及び感謝状が贈呈されました。

　第２部では、元マラソン選手の有森裕子氏が「よろこびを力に…」と題して講演されました。参加者は、

間近でみる銀メダリストの意外な幼少期の話や現在の社会貢献支援財団におけるスポーツを通しての支

援活動など、いきいきと活力ある話を聴き、驚きと共感のため息がもれ、有意義な講演会となりました。

★島根県社会福祉協議会会長表彰
　●民生委員・児童委員功労者
　　佐々木　　　篤�様（都野津町）
　●団体等役職員功労者
　　渡　辺　康　乃�様（桜江町）
★島根県社会福祉協議会会長感謝
　●社会福祉事業協助者
　　服　部　千　恵�様（二宮町）

★島根県共同募金会会長表彰
　●共同募金運動奉仕功労者
　　黒　川　　　聰�様（江津町）
★島根県児童入所施設協議会会長表彰
　●永年勤続
　　松　浦　　　幸�様（西部島根医療福祉センター）
　　坂　本　美　紀�様（同）
　　福　井　清　彦�様（同）
　　大　井　摩　利�様（同）
　　花　田　朋　浩�様（同）

★平成29年度全国社会福祉協議会会長表彰（H29.11.22）
　●永年勤続功労　　西　谷　良　子 様（金田町）

★平成29年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰（H29.7.9）
　●永年勤続功労　　宇津井　芳　昭 様（有福温泉町）　　和　田　幸　子 様（千田町）
　　　　　　　　　　中　村　瑲　子 様（波子町）　　　　大　坂　英　晃 様（敬川町）
　　　　　　　　　　服　部　勝　幸 様（二宮町）　　　　佐々木　　　篤 様（都野津町）
　　　　　　　　　　湯　淺　詔　三 様（桜江町）　　　　森　下　寒　三 様（桜江町）

しまね県民福祉大会

有森裕子氏の講演の様子 受賞者及び関係者の皆様
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江津市総合社会福祉大会
◆江津市総合社会福祉大会会長表彰（16名）
１．社会福祉功労者（５名）

　　中　村　智津子�様【江津市母子会連合会波子地区母子会長】（波子町）

　　和　﨑　悦　子�様【江津市更生保護女性会副会長】（有福温泉町）

　　入　江　寿恵美�様【元江津市社会福祉協議会川戸支会理事】（桜江町川戸）

　　藤　田　　　厚�様【浜田地区保護司会江津分区副分区長】（桜江町鹿賀）

　　花　田　千　恵�様【江津市障がい者協会理事・経理局長】（千田町）

２．社会福祉施設功労者（１名）

　　三　島　瑞　枝�様【松平児童館館長】（松川町）

３．老人福祉功労者（10名）

　　和木老陽会　佐々木　　　茂�様（和 木 町）　　嘉久志百寿会　西　本　佳　矩�様（嘉久志町）

　　川平第一老和会　山　本　　　貢�様（川 平 町）　　長田万寿会　舟　木　光　子�様（渡 津 町）

　　長田万寿会　花　田　久　子�様（渡 津 町）　　渡津万寿会　寺　本　重　己�様（渡 津 町）

　　市山親和会　松　本　　　勇�様（桜江町市山）　　すみえ福寿会　吉　岡　　　昇�様（桜江町谷住郷）

　　渡田喜楽会　楸　　　卓　朗�様（桜江町川越）　　渡 福 寿 会　山　田　芳　夫�様（桜江町川越）

◆江津市社会福祉大会会長感謝状贈呈（４団体・個人３名）

団　体

嘉久志ボランティア� 会　長　大　谷　和　子�様

嘉久志婦人会レクダンスサークル� 指導者　田　中　紗枝子�様

しまね子ども読書等推進の会江津支部� 代　表　西　谷　廣　子�様

嘉久志・子どもを見守る会� 会　長　柿　林　晋　爾�様

“多年の献身的な福祉活動に感謝”
　受賞者の皆様は、多年にわたり各種地域福祉団体、社会福祉施設などに属し献身的に活動され、
また、個人部門では、それぞれお持ちの特技を生かし、高齢者の生きがい活動、障がいのある方々
への支援、児童生徒の健全育成などに取り組まれ、住みよいまちづくりに素晴らしい貢献をしてい
ただきました。また、隣近所とのつながりが希薄となるなかで共に支え合い、助け合う共助の力が
大切な今日、受賞者の皆様の地道に行なわれた奉仕活動は極めて貴重なもので、感謝の念で一杯で
す。今後とも、皆様の一層のご活躍とご健勝を心から願っています。

個　人

服　部　ミツヱ�様（桜江町八戸）

高　脇　美佐子�様（江津町）

柿　林　敦　子�様（嘉久志町）
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　終わりに、誰もが住み慣れた家庭や地域において、安心・安全な自
立した生活をおくることができるよう、高齢者や障がいのある方、児
童などそれぞれの住民が抱える課題に、市民・ボランティア・社会福
祉関係者、行政が連携・協働してその解決に向けて自助・共助・公助
を複合的に組み合わせた地域福祉活動を展開し、「一人ひとりの尊厳
が重んじられ、お互いに助け合って心豊かに暮らすことのできる福祉
の江津づくり」を目指すことを、参加者全員が強く誓いました。

　11月８日、江津市総合市民センターにおいて、平成29年度江津市
総合社会福祉大会を開催し、約380人の福祉関係者が参加されました。
　はじめに、黒川聰総合社会福祉大会会長から、多年にわたり社会
福祉の発展に功績のあった方々及び団体に表彰状を授与され、また、
労力的、経済的などの方法によって社会福祉活動へ積極的に協力さ
れた方々に感謝状が贈呈されました。
　このあと、市内各地域で福祉活動をされている２団体から、それ
ぞれの実践発表と江津市老人クラブ連合会の活動紹介、そして今年
度、少年の主張江津市大会に出場された市内４中学校の生徒代表者
各１名の方に意見発表をしていただきました。

☆地域福祉活動実践発表をされた皆さん☆

☆少年の主張江津市大会出場者意見発表をされた皆さん☆

青陵中学校
押越広宇紀 さん

江津中学校
土井菜々子 さん

桜江中学校
大地本琴音 さん

江東中学校
益野　啓亮 さん

福祉意識の高揚を目指して

多年にわたり社会福祉活動に貢献された方々に
表彰状や感謝状が贈られました

腹話術での代表謝辞の様子

江津市の子どもの社会参加を考える会　
会長　仁木　一枝 氏➡

➡江津ライオンズクラブ
　PR委員長　七田　　厚 氏

江津市老人クラブ連合会扌
　副会長　岡本　茂子 氏　
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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―

入　江　一　雄�様（入江　晴幸�様）
岩　本　則　幸�様（岩本　鹿代�様）
井　下　澄　枝�様（井下　克美�様）
橋　本　　　睦�様（竹尾　光子�様）
平　田　敦　子�様（平田　邦穂�様）

千葉県（桜江町）
青　木　信　子�様（青木イスヨ�様）
松江市（二宮町）
大　居　慎　治�様（大居ヤス子�様）
大田市（桜江町）
菅　森　孝　子�様（小笠原壽枝�様）
浜田市（江津町）
前　田　浩　志�様（前田マサコ�様）
浜田市（浅利町）
三　原　昭　男�様（三原フミ子�様）

有福温泉町
佐々木　兼　幸�様（佐々木義道�様）
羽手原　亀　孝�様（派手原枝實子�様）
敬川町
横　田　勝　登�様（横田スエコ�様）
千代延　ミチヱ�様（千代延菊江�様）
和木町
井　口　久　美�様（井口　義行�様）
都野津町
三　原　　　清�様（三原カヅ子�様）
嘉久志町
森　脇　一　貴�様（森脇　冨枝�様）
森　口　生　人�様（森口ヨネコ�様）
川平町
（故）山　本　喜代子�様

波子町　石見歌謡連盟　代表　中村　輝昭�様

訂正とお詫び　�ごうつ社協第154号６頁「一般寄付金襴」において、「江津町　横田秀治�様」と記載していましたが、�
正しくは「江津町　横田修治 様」でした。深くお詫びし訂正させていただきます。

渡津町
福　原　瑞　枝�様（福原　友宏�様）
西　谷　圭　二�様（西谷　繁一�様）
黒松町
西　川　賢　二�様（西川マサ子�様）
永　井　英　治�様（永井　好子�様）
都治町
赤　野　　　徹�様（赤野　　博�様）
大　平　和　男�様（大平　　康�様）
後地町
山　本　シズヨ�様（山本　忠幸�様）
青　木　一　眞�様（青木　昭子�様）
波積町
藤　田　幸　夫�様（藤田　静枝�様）
桜江町
山　下　信　夫�様（山下　俊政�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

９月１日から10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

 

と　き　12月３日（日）９：30 〜 14：00
ところ　江津市総合市民センター２階会議室ほか
主　催　 江津市社会福祉協議会 

江津市共同募金委員会
協　賛　江津市、福祉関係団体

※開場後、しばらくは入場整理を行います。

※�入場整理券は開催当日９：00頃から配布いたします。

★ バザーの収益金は
　赤い羽根共同募金へ
　寄附させていただきます。
メイン会場のほかにも、出店、
共同募金助成団体のパネル展示を行います。

問い合わせ先
　江津市社会福祉協議会　Tel（0855）52-2474

平成29年度
福祉ふれあいチャリティーバザーの

開催について

【予約・お問い合わせ先】TEL 52－67１０　FAX 52－23０８

福祉相談【担当職員】
月曜～金曜（祝日は除く）
9：00～16：00（江津会場）

一般相談【司法書士・民生委員等】（要予約）
12/19㈫　９：45～12：00（桜江会場）
12/22㈮　９：00～12：00（江津会場）
  1/26㈮　９：00～12：00（江津会場）

法律相談【弁護士】（要予約）
12/14㈭　13：00～15：00（江津会場）
  1/11㈭　13：00～15：00（江津会場）

※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。

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）


