
　２月５日（月）江津市社会福祉協議会及び江津市社会福祉法人連絡会
による「平成29年度ボランティア講演会」が江津市総合市民センターに
おいて開催されました。当日は、雪の舞う寒い中での開催でしたが、市
民約200名の皆様が参加され、熱心に受講して頂きました。
　公益財団法人さわやか財団理事長　清水　肇子 氏から「みんなで支
え、共に生きるまちづくり」と題する基調講演があり、江津市地域包
括支援センター次長　大石　勤 氏から「江津市での支えあいの取組み」
についての報告、本協議会から「中山間地における住民相互の支え合い
活動」の事例発表という構成でした。
　特に清水理事長の講演は、自分の住んでいる地域に関心をもつこと、
様々なボランティア活動の必要性、参加できる仕組みづくりの大切さ等
についての内容であり、改めて自分たちの住むまちについて考えるよい
機会となりました。
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　平成29年度「赤い羽根共同募金運動（運動期間、10月1日から12月31日まで）」につきましては、世帯数減少な
ど厳しい情勢の中、戸別募金や法人募金などの様々な募金方法を通じて、市民や事業所等の皆様から心温まる多く
の募金をお寄せいただきました。心より感謝申し上げます。
　この募金は、一度全額を県共同募金会に送金しますが、その約7割が、「じぶんの町を良くするしくみ」として、
平成30年度実施の共同募金助成事業に充当されます。（下段記載の社会福祉協議会ほか市内の地域福祉推進団体等
に助成予定）今後とも赤い羽根共同募金運動に一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。

平成29年度募金実績額をもとに、平成30年度に下記団体
等が実施する各事業へ助成されます。

に、ご協力ありがとうございました

・アオキ（カットハウス）・Aコープさくらえ・梅乃家・えびや衣料品店・かどや商店・江津屋酒店・佐々木美容院・山藤呉服店・ブロカード
・原田酒店・たぬきの国・梅谷商店・米原理髪店・麻胡・松田商店・美川旅館・湯浅商店・大場建材・水の国・風の国・島根県農協桜江支店
・島根県農協市山店舗・長谷郵便局・市山郵便局・谷住郷郵便局・川越郵便局・さくらんぼのお家・クローバー・大番

 【20,000円以上】江津市歯科医師会
 【10,000円以上】太陽ケーブルテック㈱
 【 5,000円以上】㈲会館吾妻・柏村印刷㈱・和幸情報システム㈱
 【 3,000円以上】㈲服部タイヨー江津店
　　　 　　　　　 ㈲メイコーセンター岩多屋福祉事業部

【赤い羽根共同募金箱設置協力店】（順不同敬称略）

【共同募金「法人募金」協力事業所】（平成30年1月13日以降追加分・順不同敬称略）

◇戸別募金……………… 5,725,360円
◇街頭募金………………… 203,406円
◇法人募金……………… 1,387,000円
◇学校募金…………………… 74,941円
◇イベント募金…………… 851,498円
　※�グラウンドゴルフ大会・チャリティーバザー・
　　チャリティー余芸大会等
◇職域募金………………… 335,500円
　※図書カード、クオカードを活用
◇その他募金……………… 463,931円

募金総額　9,041,636円 平成29年度 共同募金実績額
地区名 募金実績額（円） 地区名 募金実績額（円）
有　福 93,900 渡　津 402,700
跡　市 157,042 浅　利 244,216
二　宮 667,370 黒　松 101,400
波　子 218,500 都　治 253,500
敬　川 332,605 波　積 86,200
都野津 717,824 長　谷 63,800
和　木 332,200 市　山 156,900
嘉久志 704,560 川　戸 169,500
高　浜 357,100 谷住郷 125,400
本　町 195,400 川　越 172,900
金　田 20,000 共募（社協）

事務局取扱分 3,245,819川　平 58,900
松　川 163,900 合　計 9,041,636

江津市内の福祉活動を対象とした事業………7,036,636円（再助成額97,000円を含む）
●江津市社会福祉協議会が実施する事業…1,857,636円
【江津和光園大学ふれあい教室、江津市総合社会福祉大会、福祉教育実施校助成事業ほか】

●江津市社会福祉協議会以外の地域福祉推進団体が実施する事業…5,179,000円
江津市共同募金委員会【江津市地域福祉活動推進助成事業（一般公募・緊急性の高い福祉活動助成）】 ･･300,000円
江津市社会福祉協議会23支会【各地区の地域福祉推進活動（高齢者にこにこ給食ほか）】 ･･････3,961,000円
虹の家【虹の家祭り】･････････････････････････････････････････････････････････････････････80,000円
江津市障がい者協会【障がい者の体育・文化活動事業】 ･･････････････････････････････････････200,000円
点訳ボランティア「窓の会」【視覚障害者のための点字による情報提供】 ････････････････････････50,000円
江津市民生児童委員協議会【同協議会研修事業】 ････････････････････････････････････････････380,000円
江津市老人クラブ連合会【総合交流スポーツ大会】 ･･････････････････････････････････････････150,000円
桜江地区民生児童委員協議会【子育てサロン“ひろば”事業】 ･････････････････････････････････28,000円
江津市少年補導員連絡会【青少年健全育成事業「チャレンジ縄跳び」】 ･･････････････････････････30,000円

島根県全域を対象とした広域的な事業費、募金活動費など………2,102,000円

◆◆◆ 共同募金の使いみち ◆◆◆

＝江津市共同募金委員会＝

◦ お詫びと訂正 ◦
　ごうつ社協第156号（平成30年2月1日発行）掲載の、
共同募金「法人募金」協力事業所名に、誤りがありま
した。ご迷惑をおかけしましたこと深くお詫びして訂
正いたします。

【正】 ㈱服部工業　　【誤】 ㈲服部工業
【正】 日本製紙㈱江津工場　 【誤】日本製紙㈱ケミカル事業部江津事業所
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　生活にお困りの方への自立に向けた支援制度が平成27年４月よりスタートしています。
この制度は、様々な困難に直面しており、１人で解決出来ず困っておられる方に、生活再建や就労支援、

問題解決など自立に向けて相談員が関係機関と連携を図りながら、あなたに寄り添って支援を行うものです。

あなた１人で悩まないで、お気軽にご相談ください。

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

江津市社会福祉協議会　“生活支援相談センター”
Tel 52-2474　Fax 52-2308　✉info@gotsu-syakyo.jp

 相談内容（複数回答あり）
�・病気や健康、障がいのこと� 17件
�・住まいについて� 8件
�・収入、生活費のこと� 30件
�・支払いや債務について� 31件
�・仕事探し、就職について� 11件
�・家族との関係について� 24件
�・ひきこもり、不登校� 2件
�・食べるものが無い� 14件
�・その他� 8件

 支援の形態
・来所相談（面談）� 111件
・電話相談� 213件
・同行支援� 108件
・訪問支援� 175件
・他機関との協議� 382件
・メール相談� 61件
・出張相談� 8件

（平成29年４月１日から
� 平成30年２月28日まで）相談内容、支援の実積

フードバンク事業へのご協力ありがとうございました！
　江津市社会福祉協議会では、ご家庭や事業所などに眠っている
食品等を寄贈していただき、生活に困っている人などに無償で提
供し、生活の再建を図るお手伝いをしています。
　２月中に市民の皆様に食品の提供を呼び掛けたところ、135点

（11件）の食品等が集まり、当面必要とする量を確保することが
できました。皆様のご協力に感謝申し上げます。（写真は桜江小
学校４年生のみなさんから贈呈された時のもの）

ご協力ありがとうございました（古切手・使用済テレホンカード・書き損じはがき・ベルマーク等）

　皆さんが収集された古切手・テレホンカー
ド、書き損じハガキは、発展途上国で推進する
妊産婦と女性の命と健康を守る活動のための大
切な資金として役立てられています。この収集
ボランティア活動は気軽に取り組めますので、
皆さんも気軽に始めてみられませんか？

“切手の切り取り方”についてのお願い

【二 宮 町】佐々木和美 様、梅原 様 【金 田 町】西谷貴美子 様 【敬 川 町】冨金原優次 様、太田　幸生 様
【浅 利 町】松﨑　恵子 様 【都野津町】中﨑　正彦 様 【渡 津 町】一久保洋子 様
【嘉久志町】森口　京子 様、森口　生人 様 【後 地 町】青木　文江 様 【江 津 町】徳田　　晃 様
【桜 江 町】渡辺ふじえ 様、村井　陽子 様、井上　和子 様、府川カメヨ 様、大崎　照子 様、佐々岡 様

本町ボランティア様、 嘉久志ボランティア様、松川ボランティア様、嘉久志第一自治会様、
浅利ボランティアつくしの会様、ひびきの会様、社協嘉久志支会様、石田自動車様、国澤内科医院職員一同様、
セブンイレブン和木店様、島根県企業局西部事務所様、江津幼稚園様、医療社団法人能美医院様、
特別養護老人ホーム故郷-敬川様、江津市役所様、パレットごうつ様 （平成30年２月28日受付分まで）

順不同

＊�切手と消印の周りを1cm程度残して
ください。

＊ 普通切手の場合は、日付と地名が判
別出来るようにしてください。
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　２月16日（金）江津市総合市民センターにおいて江津和
光園大学「ふれあい教室」第６回講座及び閉講式を開催し
ました。
　本講座は年６回開催しており、平成29年度最後の講座
は、江津和光園大学学長　本藤繁夫先生を講師に、「相続
あれこれ」と題した講座が行われました。実際におこった
相続トラブルの事例を踏まえ、遺言書の重要性、遺言書の
種類や作成方法等を分かりやすく解説していただきました。
　講座終了後の閉講式で、年６回の講座のうち、４回以上
出席された方（36名）に修了証が授与されました。

　３月４日、都野津地域コミュニティ交流センターにおいて、
江津市社会福祉協議会都野津支会（森口成子支会長）主催の、

「町民一斉防災セミナー」が開催され、町民75名が参加されま
した。
　セミナー前半は、江津消防署の指導により、AED（自動体
外式除細動器）を使った心肺蘇生法を体験。後半では、日本赤
十字社島根県支部から、赤十字の国内災害救護活動や防災への
取り組みなどの紹介とあわせて、
赤十字の活動は、市民の皆様から
寄せられる活動資金（一世帯あ
たり700円目安で協力依頼）等に
よって支えられていることを解説
していただきました。
　災害発生後、自分自身と家族の
安全が確保できたら、率先して地
域住民を助けるなど、共助の大切
さについて、参加者一人ひとりが
理解を深めるきっかけとなりまし
た。

江津和光園大学
ふれあい教室

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

地域の福祉力を高める活動紹介
赤十字に学ぶ、「共に、たすけあい、支え合うこと」の大切さ
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●利用料：１時間700円
　［利用者負担500円＋助成金200円］
※１時間超過の場合、30分以上毎に350円加算
　［利用者負担250円＋助成金100円］

●交通費：３㎞まで無料
※３㎞を超えた場合：超えた距離が１㎞毎に20円加算
※公共交通機関を利用した場合：実費

●利用日時：月～金曜日　8：30～17：00
※�土日祝祭日および時間外については協力会員と
協議し、日程調整がつく場合に限ります。

　生活支援まごころフレッシュサービスは、住民同士の助け合いを基本とし、在宅での日常生活支
援、援助を必要とする人や、子育て家族の就労支援体制を含めた負担を軽減するための会員方式の在
宅福祉サービスです。
例えば…家事援助（掃除・洗濯・買い物・ゴミだし・片付け）
　　　　入院中の洗濯・買物、通院介助、院内介助、外出介助等
※介護保険等の公的サービスでできるサービスは除きます。

注）助成金は、江津市社会福祉協議会が予算範囲内で行うものです。

利用会員 協力会員 賛助会員
江津市に在住し、

　このサービスを

　受けようとする方

江津市に在住し、

サービスの実務を担

当する20歳以上の方

労力は提供できない

が、財源の協力のみ

できる方

会員

●年会費：1,000円
　（ボランティア活動保険料として）

●協力会員への弁償：１時間700円
※１時間超過の場合、30分以上毎に350円加算

●交通費：３㎞まで無料
※�３㎞を超えた場合：超えた距離が１㎞毎に20円
支給
※公共交通機関を利用した場合：実費支給

有償ボランティア

生活支援まごころフレッシュサービス
～ちょっとした困りごとありませんか？～

江津市ボランティアセンター（江津市社会福祉協議会内）
ＴＥＬ�52－6100　ＦＡＸ52－2308

入院時の洗濯等 通院・外出介助洗濯・掃除

お問合せ先

（左記サービスは協会会員の状況
により、直ちにできないことがあ
ります。）
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　平成30年10月からの共同募金運動期間で集められる募金を原資とし、平成31年度に江津市の地域福祉課題の
解決を目的とした福祉活動に取り組むボランティアグループ、NPO、市民団体に助成します。

～江津市内で地域福祉活動を実施する団体を応援します!!! ～

住民交流活動
・伝統文化の継承
・世代間スポーツ大会 など

生活支援活動
・高齢者、障害者の見守り・声かけ
・買い物支援体制の整備など

防災・防犯活動
・防災訓練の実施
・ 防災・減災研修会・防災学習の開催

など

たとえばこんな事業

共同募金助成事業のご案内平成30年度

☆助 成 額　１事業当たり10万円を限度に助成
☆申請方法　所定の申請様式と必要書類を提出。
　※様式は江津市社会福祉協議会事務所およびＨＰにあります！
☆応募締切　４月２日（月）〜５月11日（金）

・利用できる人は・・・
　認知症や障がいなどによって、一人でものごとを決
めることが不安な人（診断書や手帳の有無は問わない）
で、本事業内容について理解する能力があり、利用意思
がある人。
・支援内容は・・・
①�福祉サービスの利用手続きのお手伝い
②日常的な金銭管理のお手伝い
③通帳や大切な書類等のお預かり
・利用料
・相談や支援計画作成は、無料
・�福祉サービスの利用手続きのお手伝い、日常的な金銭
管理のお手伝いの利用料金１時間あたり　1,200円
　�交通費　実費（移動距離に応じて200〜 800円）
・通帳や大切な書類等のお預かり料金
　１か月あたり　200円

このような不安や困りごとは ありませんか？

・利用までの流れ
１．相談受付
２．担当職員による訪問、調査
３．�支援内容の打ち合わせ、利用意思の確認
４．�島根県社会福祉協議会へ利用申請し、�

契約締結審査会で審査
５．契約の締結
６．支援の開始

生活費の計算や公共料
金の支払いが不安

いろいろな書類が届くがどう
してよいかわからない

通帳や印鑑をどこにし
まったか忘れしまう

☆お問い合わせ先
　江津市共同募金委員会
　　　　　（江津市社会福祉協議会内）
　TEL：（０８５５）５２－２４７４

日常生活自立支援事業事業紹介

詳しいことはお問い合わせ下さい

連絡先：江津市社会福祉協議会
　TEL（0855）52－2474
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生活福祉資金貸付制度のご案内
　この貸付制度は、他の貸付制度が利用できない収入が少ない世帯、あるいは、障がい者や
高齢者のいる世帯に対し、民生委員や社会福祉協議会が協力してその相談に応じ、経済的な
安定や社会参加、在宅福祉を推進する目的で運営している制度です。

総合支援資金
失業等により、日常生活に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費などを貸し付
けることで、自立が見込まれる世帯へ貸し付ける資金
　①　生 活 支 援 費……生活再建までの間に必要な生活費用
　　　　　　　　　　　　（複数世帯20万円以内・単身世帯15万円以内）
　②　住 宅 入 居 費……敷金、礼金などの費用（上限40万円）
　③　一時生活再建費……生活を再建するための一時的な費用（上限60万円）

福 祉 資 金
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、貸し付けることで自立が見込まれる資金
生業、技能習得経費、住宅、障害者の自動車購入費、療養・介護費資金等

緊急小口資金
火災等被災、又は、医療費の支払等により緊急的に臨時の生活費が必要な時など（上限10万円）

不動産担保型生活資金
低所得の高齢者に対し、一定の居住不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

教育支援資金
①　教育支援費…低所得世帯で高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
　　⑴　高等学校（専修学校高等過程を含む） 月額限度額　35,000円以内
　　⑵　高等専門学校 月額限度額　60,000円以内
　　⑶　短期大学（専修学校専門課程を含む） 月額限度額　60,000円以内
　　⑷　大学　 月額限度額　65,000円以内
②　就学支度費…低所得世帯で高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
 貸付限度額　50万円以内

～苦情申出窓口～
　江津市社会福祉協議会では、苦情解決実施要領
を整備し、苦情受付担当者、苦情解決責任者、そ
して公正な立場で苦情解決に係る第三者委員を設
置しています。本会事業を利用してお気づきの点
等がございましたら下記の者までご連絡下さい。
苦情受付担当者　焼杉　哲也、岩崎　優子
苦情解決責任者　川島　幸雄
第 三 者 委 員
　奥野　政和（江 津 町）☎52-1783
　岡本　一代（桜 江 町）☎92-0129
　三浦ミナコ（都野津町）☎53-0552

骨髄バンク基金のご利用について
　この基金は、白血病等による骨髄移植の治療を受け
る人に対して、経費の軽減及び精神的援助を図るため
見舞金（10万円）の支給を行うものです。
　下記に該当し、骨髄移植の治療を受けられる方は江
津市社会福祉協議会（☎52-2474）にお問合せ下さい。

【該当する症例】
・重症再生不良性貧血　　・慢性骨髄性白血病
・骨髄異形成症候群　　　・急性白血病
・先天性免疫不全症　　　・先天性代謝異常症
・その他非血縁者間骨髄移植ドナー検索基準に適応す

る症例

《資金の種類と説明》
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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―

桜江町
岩　崎　トシ子 様（岩崎　　静 様）
可　部　政　利 様（可部　光代 様）
高　橋　　　均 様（高橋　克己 様）
三　浦　克　司 様（三浦　延義 様）
田　中　和　美 様（田中　昌博 様）
東京都（江津町）
安　達　　　実 様（安達ミエコ 様）
兵庫県（桜江町）
佐々木　勝　己 様（佐々木嘉一 様）

跡市町
横　川　　　豊 様（横川　文代 様）
千田町
松　川　敏　昭 様（松川　定徳 様）
小笠原　　　護 様（小笠原すゝヱ 様）
二宮町
佐々木　　　誠 様（佐々木美行 様）
板　谷　ヱミカ 様（板谷　茂義 様）
今　㟢　みどり 様（今﨑　信二 様）
波子町
高　田　一　雄 様（高田　良夫 様）
敬川町
冨金原　久美子 様（冨金原実夫 様）
後　山　幸　子 様（後山　定子 様）
福　原　千代子 様（湊　　マツ 様）
都野津町
原　田　高　宏 様（瀬屑　保子 様）
脇　田　守　康 様（脇田美智子 様）
大　前　茂　樹 様（大前　　實 様）

和木町
井　口　敏　子 様（井口　壽滿 様）
嘉久志町
堤　　　幸　子 様（堤　　隆一 様）
江津町
村　川　立　美 様（村川　　清 様）
川平町
山　本　信　子 様（山本　一義 様）
渡津町
西　谷　省　二 様（西谷タツヱ 様）
鶴　本　なつみ 様（鶴本　勇人 様）
黒松町
増　見　好　隆 様（増見シズヱ 様）
都治町
平　野　庄　次 様（平野　花子 様）
後地町
山　本　　　齊 様（山本フナミ 様）
桜江町
山　田　秀　博 様（山田　一枝 様）

●香典返し寄附金

ご寄附ありがとうございました

平成30年１月４日から平成30年２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

【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）
４/17（火）� 9：45～12：00（桜江会場）
４/27（金）� 9：00～12：00（江津会場）
５/25（金）� 9：00～12：00（江津会場）
６/19（火）13：30～15：45（桜江会場）
６/22（金）� 9：00～12：00（江津会場）

法律相談【弁護士】（要予約）
４/12（木）�13：00～15：00（江津会場）
５/10（木）�13：00～15：00（江津会場）
６/14（木）�13：00～15：00（江津会場）

◎ 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。

※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）

ccccc　香典返し寄附金の使途について報告します　ccccc

　皆様からの香典返し寄附金は、平成29年度社会福祉活動基金配分助成金（総額5,191,000円）として、次の団
体に交付しましたのでお知らせいたします。（順不同 敬称略）

１．江津市社会福祉協議会（会長 黒川　聰） … 4,501,000円

２．江津市民生児童委員協議会（会長 鹿森偉左雄）

　　……………………………………………………300,000円

３．江津市老人クラブ連合会（会長代理 桐田基之）

　………………………………………………………100,000円

４．江津市連合婦人会（会長 田儀セツ子） ……… 90,000円

５．江津市母子会連合会（会長 田中霙子） ……… 30,000円 

６．浜田地区保護司会江津分区（分区長 盆子原民生）

　　…………………………………………………… 90,000円

７．江津市更生保護女性会（会長 山脇里美） …… 40,000円

８．ふれあい農業体験塾（代表 佐田尾誓治） …… 40,000円

＊訂正とお詫び＊
「ごうつ社協  第156号（平成30年２月
１日発行号）」第１頁 歳末一人暮らし
世帯等声かけ訪問事業の記事におい
て「郷原 巖さん・文江さんご夫婦」
と記載しておりましたが、正しくは、

「郷原巌さん・文代さんご夫婦」でし
た。訂正し、お詫び申し上げます。

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）


