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　12月25日、社協支会長、民生委員、ボランティア約200名の協力
のもと、市内の80歳以上の一人暮らし世帯・夫婦世帯1,010世帯に
安心して新年を迎えていただくため声かけ訪問事業を実施しました。

歳末一人暮らし世帯等声かけ訪問

　当日は、訪問世帯を代表し、
波積町の郷原　巖さん・文江さ
んご夫婦へ江津市社会福祉協議
会会長及びボランティアの皆様
より持参したそば・餅等が手渡
されました。マスコット犬の “イ
ンディ” と “クーリー” も加わ
り賑やかな訪問となりました。 持参したそば・餅等の袋

江津警察署および江津市金融機関防犯協会から
江津市社会福祉協議会へ特殊詐欺被害防止グッ
ズ（メッセージカード、電話機貼付用シール）
の配布依頼があり、歳末声かけ訪問に併せて高
齢者宅へ届けることができました。特殊詐欺の
ないまちづくりを目指します。
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チャリティーバザーへのご協力ありがとうございました！

地区 拠出点数 地区 拠出点数 地区 拠出点数

有 福 179 本 町 195 長 谷 76

跡 市 87 金 田 150 市 山 82

二 宮 68 川 平 68 川 戸 22

波 子 274 松 川 10 谷住郷 25

敬 川 142 渡 津 59 川 越 116

都野津 1,650 浅 利 103 協力団体 773

和 木 490 黒 松 37

合　計 6,077嘉久志 970 都 治 63

高 浜 340 波 積 98

【協力団体一覧】※順不同

・江津市役所 様 ・江津ロータリークラブ 様

・江津市障がい者協会 様 ・総合福祉施設ミレ青山 様

・特別養護老人ホーム白寿園 様 ・済生会江津総合病院 様

・島根県立江津清和養護学校 様 ・川戸婦人会 様

・江津市立高角小学校 様 ・つぎのプリント 様

・江津市立青陵中学校生徒会 様 ・ふれあい農業体験塾 様

・三和ガス㈱江津事業所 様 ・その他（個人） 

・今田親和会 様

▲野菜売場担当の皆さん

▲社協（共同募金）ブースのようす

　12月３日、江津市総合市民センターにて福祉ふれあい
チャリティーバザーを開催し、513名の来場客で賑わいま
した。
　また、江津ライオンズクラブ（会場内での餅つき・販売）、
江津市社会福祉協議会市山支会（喫茶コーナー）、㈲かね
利（たこ焼き、明石焼等）の皆様に出店していだきました。
　また、社協（共同募金）ブースではマスコット犬のイン
ディーとクーリー号もブース前でお出迎えし、本市で新た
に取り組むテーマ募金や共同募金助成団体の活動をPRし
ました。

　このバザーにあたり、品物を提供していただきました市民・団体の皆様、ボランティアとして
お手伝いしていただきました皆様に厚くお礼申し上げます。
　※売上金は共同募金に寄付し、平成30年度に市内で取り組まれる地域福祉活動に役立てる予定です。

内訳　■チャリティーバザー純売上金………… 486,527円寄付
　　　（バザー会場468,950円、社協（共同募金）ブース17,577円）
　　　■江津ライオンズクラブ……………………50,000円寄付
　　　■江津市社会福祉協議会市山支会………… 3,000円寄付
　　　■㈲かね利…………………………………… 3,000円寄付

売上金（総額）　542,527円
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　江津市共同募金委員会は、子どもたちが福祉を学ぶための福祉教育の一環とし
て、市内の小・中学校や高等学校の児童会、生徒会に共同募金活動への参加を呼び
掛け、共同募金（学校募金）に参加協力していただきました。

　江津市社会福祉協議会は、地域での見守り活動の中から把握された、在宅高齢者などの日常生活上のちょっとし
た困りごとに対応するため、新たな支え合いファンド（島根県社会福祉協議会助成事業）の活用により、桜江町川
越地域をモデル指定して、住民同士で助け合う有償ボランティアサービスが実践できる組織を、平成29年度中に立
ち上げます。

赤い羽根共同募金に参加協力の
学校（児童会・生徒会）をご紹介

　この募金は、地域の身近なところで幅広く活用され
ています。一人暮らし高齢者の訪問声がけ活動、視
覚に障がいのある方への社協広報等の点訳・音声訳、
小・中学校への図書の購入、子育ての支援などあらゆ
る活動に生かされています。
　福祉は、社会に欠かせない大切なことです。一人ひ
とりの力は小さくても、みんなで「赤い羽根共同募金」
活動に参加すれば、とても大きな力になることに気づ
いていただければ幸いです。

【学校募金ご協力校】
・川波小学校執行部　　　・津宮小学校児童会
・高角小学校児童会　　　・渡津小学校
・江津東小学校　　　　　・桜江小学校児童会
・江津中学校生徒会　　　・桜江中学校生徒会
・石見智翠館高等学校　
・キリスト教愛真高等学校

（平成30年1月12日現在・順不同敬称略）

中山間地域における住民相互の支え合い活動の実践化
新たな支え合いファンド（島根県社会福祉協議会助成事業）を活用した
桜江町川越地域の取り組みについて

【概　要】　川越地域の住民参加型の援助活動（支え合い
サービス）を、有償・会員方式により、会員同士
が連携して実施

【対象者】　桜江町川越地域に在住の高齢者や障がいをお持
ちの方等

【サービス内容（予定）】
　・買い物代行、暖房器具等への給油、電球交換、自宅等

の草刈り、草取り
　・その他（上記以外の援助活動の要望相談）

上記内容を変更等することがあります。詳細は決定次第、
改めてご案内いたします。

←住民同士による有償ボランティアサービスを実践するための準備活動の様子
　写真上：毎月開催の準備委員会
　写真下：先進地（松江市忌部）の視察研修
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（平成30年１月12日現在）
平成29年度共同募金「法人募金」実績額1,351,000円

ご協力ありがとうございました。
【５万円以上】
　・㈱原工務所・今井産業㈱

【３万円以上】
　・江津市医師会・中央弁当・日本製紙㈱ケミカル事業本部江津事業所・永井建設㈱

【２万円以上】
　・江津土建㈱・㈱木村窯業所

【１万円以上】
　・堀江化工㈱・宮脇グレイズ島根㈱・浅利観光㈱・日興建材㈲・㈱永大整備工業・内田民生司法書士事務所
　・江津ウィンドパワー㈱・㈱瓢屋島根事業所・山川産業㈱島根工場・㈱高畑モータース・社会福祉法人花の村
　・㈲ふるさと支援センターめぐみ・㈲浅野建設・都治林材産業㈲・㈲サンユウ・㈱ダサイ・トップ金属工業㈱
　・第一稀元素化学工業㈱・㈲ゴウツクロージング・日本海信用金庫江津支店・ドクターリセラ㈱・㈲鹿取建材
　・㈲島根環境保全センター・㈲もりでん・㈱Ｓ.Ｋ.Ｍ（江津葬祭会館）・寺下工務店㈲・㈲石田自動車商会
　・江津通産㈱・鳥居運送㈱江津支店・㈱しちだ教育研究所・㈲渡辺酒店・㈱三維・㈲江津塗装・㈲吉田海事
　・照喜名鉄工㈱・西谷鉄工所・石見智翠館高等学校・㈱ウェル･コム・㈲アイネット・㈱永井運送・イワミ工業㈱
　・㈱テイコク・㈱丸惣・㈲山根鐵工・㈱永島青果・㈱キヌヤ都野津店・社会福祉法人明蓮会
　・西戸崎興産㈱島根事業所・㈲石見浄化槽センター・㈲江津衛生公社・本藤･坂根司法書士合同事務所・浜松建設㈱
　・㈲後山工務店・㈱井上組・應儀医院・岩本ダイス工業㈱・森下建設㈱・㈲住江建設・㈲スプラウト島根

【７千円以上】
　・㈱風の国

【５千円以上】
　・㈱ツチヨシ産業江津工場・㈲浅利タクシー・ダスキン江川・㈲佐々木モータース・石州嶋田窯㈲・㈲小川産業
　・㈲岡田建設・たすけ愛の工房・㈲井上製作所・㈲田中工務所・㈲都設計・㈱元重製陶所・ｃａｆｅ 桜ｃｏ..
　・㈲服部工業・㈲江津自動車センター・セブンイレブン江津和木店・㈲パレス和光・九州ラーメン久留米
　・㈲よろこぼう屋・江津水道工事㈲・㈲中央・㈱オメガ保険企画・㈲スミタ工芸社・㈲武田石油店・珍味の大倉
　・㈲泉文盛堂・五大設備㈲・イワタニ島根㈱江津支店・㈱江津機工・㈲石田工務店・宮内窯・マルサ石油㈲
　・社会福祉法人いわみ福祉会ミレ青山・ふすまインテリア森﨑・㈲井上建材店・三和ガス㈱
　・極東興和㈱江津PC工場・江津コンクリート工業㈱・㈲小川鉄工所・㈱グループホームひのき・㈲中原建材
　・木原司法書士事務所・㈲宮内石材工業・エディオン昭和電器・㈲南原ホンダ・佐々木時計店・スナックよりみち
　・㈲中田屋・冨金原建築・社会福祉法人いわみ福祉会モモ・特別養護老人ホーム故郷-敬川・㈲マルナガファーム
　・㈲江津開発センター・ふじい歯科クリニック・㈲島根急送・㈲黒川工務所・社会福祉法人波子保育所・三階旅館
　・㈱祥福(老人ホーム有福)・㈲富士重機・JAしまね桜江支店・吉岡醤油㈲・㈲吉岡建設・双葉工業㈱桜江工場
　・今井商亊㈱・千代延林業㈲・榎木の郷猪加工販売センター・㈲大栄電気・㈲うえ乃

【３千円以上】
　・㈲住京蒲鉾店・㈲トーハツ・㈱花田運送・丸和自動車㈲・濱永美容商事・大成電気水道工業㈱江津営業所
　・河行工業・サロンウィッシュ・エスポアたびら・㈲新風堂・㈲田中電設・㈲木曽時計店・ホンダ薬店
　・㈱原商江津出張所・渡部秀信税理士事務所・佐々木仏具店・㈲下田鉄工所・飯田呉服店・食事処よしだ
　・㈱ポーラ江津営業所・トップソーイング㈱・スナックノア・㈲森崎商店・菓子処みなと・保険ショップ㈲
　・㈲丸浜商店・㈲梨田運送・ティールーム優花・㈲太江建設・オオアサ電子㈱江津工場・Livo NAKATA中田家具店
　・㈲第一資材・㈲横田水道・㈲金﨑住建・河村新聞販売所・たぬきの国・㈲桜江町桑茶生産組合・北陽開発㈱
　・㈱大川清風堂

【２千円以上】
　・シニア波積・星高調剤薬局・㈲明治法衣仏具店・昭和ハウス㈱・クニムセン・国沢文具店・小田酒店・湯浅商店
　・さくらや・㈲はんだ・原田酒店・ミヤオカスポーツ

【１千円以上】
　・㈲タイヤショップハマダタイヤガーデン江津店・読売新聞江津東西サービスセンター・㈱ＹＭ商会・㈱無量壽

（順不同敬称略）
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ご家庭や事業所に眠っている

「フードバンク活動にご協力ください」

※　ご注意 いただきたい点　※

平成30年２月１日㈭～ 2月28日㈬　土・日・祝は除く

江津市社会福祉協議会

午前 8 ： 30～午後 5 ： 15まで （*時間外は事前にご相談ください）

①本　　　所…江津町1518 - 1　パレットごうつ　2階（江津駅前）

②桜江連絡所…桜江町川戸11 - １　桜江総合センター 3階

★賞味期限が明記されており、
　１ヶ月以上あるもの
★未開封のもの
★破損で中身が出ていないもの

★お米は古くないもの
★常温保存可能なもの

“食品”を大募集‼

Q.　「フードバンク活動」って何？

受付日時

受付場所

ご寄付の協力をいただきたい食品

Ａ．ご家庭などに眠っている食品を寄贈頂き、
生活に困っている人などに無償で提供する助
け合い活動です。

①保存食品 （缶詰・瓶詰）
②お米・乾麺
③インスタント・レトルト食品
④乾物（わかめ・干し椎茸・
　高野豆腐など）

お問い合わせ先　社会福祉法人　江津市社会福祉協議会
　　　　　　　　〒695-0011　江津市江津町1518-1　パレットごうつ２階 
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL52-2474　FAX52-2308

⑤贈答品の余りなど
⑥調味料各種
⑦飲み物（水・お茶・
　ジュースなど）

特に缶詰、レトルト食品
が不足気味です
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ご寄附ありがとうございました
―地域福祉のために大切に活用させていただきます―

兵庫県（大田市）
渡　邊　光　雄　様（渡邊　康江　様）
大阪府（松川町）
坂　本　義　雄　様（坂本　秀子　様）
愛知県（渡津町）
田　中　潤　一　様（田中スミエ　様）
東京都（桜江町）
佐々木　昭　彦　様（佐々木初枝　様）

二宮町（和木町）
本　川　留　美　様（大島　邦好　様）

二宮町
高　橋　伊　武　様（高橋　保成　様）
串　﨑　宜　守　様（串﨑　良子　様）
敬川町
山　藤　芳　道　様（山藤フミヱ　様）
髙　住　健　治　様（髙住フサネ　様）
横　田　惠津子　様（横田　允好　様）
都野津町
窪　田　妙　子　様（窪田　美昭　様）
和木町
岡　本　房　惠　様（岡本　久光　様）
多　門　和　子　様（多門　清人　様）
藤　田　博　司　様（藤田ヨシ子　様）
眞　田　慧　三　様（眞田　絢女　様）
嘉久志町
北　野　弥栄子　様（北野　静男　様）
村　上　紀久子　様（村上　朝夫　様）
江津町
粕　谷　千　春　様（粕谷　紀久　様）
花　木　三重子　様（花木　安治　様）

江津町
室　谷　和　男　様（室谷　昌身　様）
小　林　邦　彦　様（坂根　洋二　様）
三　上　君　江　様（三上奈穂恵　様）
松川町
田　中　フミ子　様（田中　祥壽　様）
湯　谷　勝　弘　様（湯谷フジコ　様）
長　谷　博　昭　様（長谷　文惠　様）
渡津町
藤　田　宏　之　様（藤田　重光　様）
浅利町
佐々木　典　子　様（佐々木節司　様）
黒松町
福　田　美千枝　様（福田　鉄郎　様）
後地町
山　本　　　洋　様（山本　初子　様）
平　野　英　子　様（平野　達雄　様）
桜江町
平　田　康　智　様（平田　定雄　様）

【予約・お問い合わせ】
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。

法律相談【弁護士】（要予約）
２/８㈭　13：00～15：00（江津会場）
３/８㈭　13：00～15：00（江津会場）

２/20㈫　13：30～15：45（桜江会場）
２/23㈮　9 ： 00～12 ： 00（江津会場）
３/23㈮　9 ： 00～12 ： 00（江津会場）

一般相談【司法書士 ･民生委員等】
（要予約）

●香典返し寄附金

平成30年度くにびき学園
「西部校・東部校」学生募集！

●一般寄附金 益田市　NKB（西日本歌謡文化講座）　主宰　水津啓一　様　有福温泉町　有福温泉子ども育成会　様
浜田市　おさだ眼科クリニック　長田健二　様　　　　　　　千田町　浄光寺仏教婦人会　様

月曜～金曜（祝日は除く）
9：00～16：00（江津会場）

福祉相談【担当職員】

11月１日から12月28日受付分まで・順不同　※香典返し寄附金で（　）内の氏名は故人

　くにびき学園は、「地域の中で活躍したい」という60歳
以上の方の学びの場です！幅広い学習活動と仲間づくりを
通して、新しい生きがいをみつけませんか。
■修学期間　２年間（H30年４月～ H32年３月）・年間40日
■開校日・場所
　【東部校】毎週火曜日・いきいきプラザ島根
　　　　　　（松江市東津田町1741 - 3）
　【西部校】毎週金曜日・いわみーる（浜田市野原町1826 - 1）
■学習内容　総合講座および専門講座
　※専門講座：社会文化科・園芸科・陶芸科・健康福祉科
■定　　員　【東部校】各学科25名／【西部校】各学科20名
■募集要項・願書　
　江津市社会福祉協議会または下記問い合わせ先などで配布
　※シマネスクくにびき学園HPからダウンロードも可能
■問い合わせ先
　【東部校】島根県社会福祉協議会　 TEL：（0852）32 - 5981
　【西部校】島根県社会福祉協議会石見支所

TEL：（0855）24 - 9336

シマネスクくにびき学園
学園説明会

も開催中！

12月25日、桜江放課後児童クラブでクリ
スマス会が開催されました。


