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７月６日から７日未明にかけて西日本豪雨による江の川の氾濫で、桜江町川越地区をはじめとする江の川流域に
おいて大きな浸水被害が発生しました。

江津市社会福祉協議会では、７月10日に桜江町川戸（旧川戸生涯学習センター）に災害ボランティアセンターを
開設し、25日までの16日間被災地や被災者の生活復旧を支援するため災害ボランティア活動を行いました。

島根県民を対象としてボランティア活動者を募集する一方、被災地においてはボランティアニーズの把握に努め
ました。水に浸かった家財道具や流入した土砂、ゴミの運び出し、家屋の清掃等の作業を行うなど被災者等の要望
に沿った支援活動を行って参りました。記録的な猛暑の中での活動でしたが、寄せられた165件以上のボランティ
アニーズに対して、1,237名（個人参加504名、80団体から843名）が活動し累計で308件の実績となりました。

ボランティア活動に使用する資機材の他、飲料水、タオル等の物資についても、多くの団体、企業、個人から送
付して頂きましたが、被災地の代表者を通じて被災者等へお届けすることができました。多くの方々の温かいご支
援に対して、心から感謝申し上げます。

島根県社会福祉協議会や県内市町村社協からもボランティアセンター運営スタッフとしての協力の他、沢山の資
機材を提供して頂き厚くお礼申し上げます。

今回の災害ボランティアセンターの活動を通じて、多くの方々に助けられて運営ができたことへの感謝と平素か
らの住民同士の支え合い、つながりの大切さを痛感する機会にもなりました。災害ボランティア活動への様々なご
支援に対して改めてお礼申し上げますとともに、被災者の皆様が一日も早く元の生活に戻られますようお祈りして
います。

江津青年会議所／浜田青年会議所／石見智翠館高等学校／江津高等学校／江津市議会／山陰合同銀行／
日本海信用金庫／郵便局長会江津支部／黒松自治区推進協議会／津宮フットボールクラブ／生活協同組合しまね／
出雲市総合ボランティアセンター／島根県職員連合労働組合／島根県職員労働組合／松江市職員ユニオン／
浜田市職員労働組合／出雲市職員労働組合／益田市職員労働組合／大田市職員連合労働組合／安来市職員労働組合／
江津市職員労働組合／雲南市職員労働組合／邑南町職員労働組合／津和野町職員労働組合／島根県消防学校／
島根県学校事務職員労働組合／ポリテクカレッジ島根／島根県立大学井上厚史ゼミ／島根県民主医療機関連合会／
障害者支援施設 緑風園／ Copain ／島根県・鳥取県社会福祉法人経営青年会／みんせい・しまね／石見曹洞宗青年会／
山本誉後援会／ NPO法人ぼうぼうネット／ NPO法人江の川鉄道／ヒューマンサポートジャパン／こうほうえん／
島根県連合婦人会／江津市連合婦人会／江津市商工会女性部／国際ソロプチミスト／江津ライオンズクラブ／
ライオンズクラブ国際協会336−D地区３R１Z（ライオンズクラブ国際協会330 〜 337複合地区ガバナー協議会）／

（社福）もみの木福祉会／島根県社会福祉法人経営青年会／老人ホーム有福／特別養護老人ホームあさひ園／
ＪＡしまね桜江支店／島根銀行／第一生命保険／住友生命保険／ドクターリセラ／森下建設／イワミ水道／
グリーンコープ生活協同組合島根／大場建材店／吉岡醤油／小田営農組合／かどや商店／江津万葉の里商店会／
喫茶アミー／浜田市美容組合／益田市観光協会／市山本町自治会／市山ボランティア／正蓮寺／西教寺／
ミュージカル「あいと地球と競売人」自主企画実行委員会／漁業協同組合JFしまね江津出張所／スミタ工芸社／
泉文盛堂／共立商事／邑南町職員一同／江津市職員一同／水仙の会／（社福）恩賜財団島根県済生会江津総合病院／

（社福）島根整肢学園／（社福）いわみ福祉会／（社福）浜田福祉会／（社福）親和会／（社福）上口福祉会／
（社福）島根県社会福祉事業団／（社福）島根ライトハウス／（社福）やすぎ福祉会／桜江地区民生児童委員協議会／
桜江町ボランティア／川戸婦人会／川越地区コミュニティ交流センター／川戸地区コミュニティ交流センター／
川越地区連合自治会／島根県社会福祉協議会／島根県共同募金会／松江市社会福祉協議会／浜田市社会福祉協議会／
出雲市社会福祉協議会／益田市社会福祉協議会／大田市社会福祉協議会／安来市社会福祉協議会／
雲南市社会福祉協議会／飯南町社会福祉協議会／川本町社会福祉協議会／美郷町社会福祉協議会／
邑南町社会福祉協議会／津和野町社会福祉協議会／吉賀町社会福祉協議会／隠岐の島町社会福祉協議会／

《寄付金をお寄せいただいた個人・団体》
出雲竹材工業 高木幹一郎【松江市】／活波クラブ【波子町】／敬川保育所職員一同【敬川町】／ドクターリセラ【和木町】／
松川ボランティア会【松川町】／江津市障がい者協会【桜江町】／江津市連合自治会 会長 湯浅詔三【桜江町】／
中村輝昭【波子町】／中﨑正彦【都野津町】／田中霙子【嘉久志町】／湯浅八重子【江津町】／松岡賢治【松江市】／
おおつかクリニック【出雲市】／鈴木恵子【出雲市】／長田婦人会【渡津町】

（敬称略、順不同）

江津市災害ボランティアセンターにご支援ご協力いただいた団体等を紹介します
（※ご支援いただいた全ての個人・団体を掲載することが難しいため、寄付金に関する項目を除き団体のみを掲載させていただきます）

※�災害対応中は業務が混乱しており、記録が不正確であったり欠落している場合もあると思われます。記載漏れや修正が
あった場合は次号以降に掲載させていただきます。
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赤い羽根共同募金運動が
� はじまりました！！

　募金運動期間
　一般募金（平成30年10月〜12月まで）／テーマ募金（平成31年１月から３月まで）

〜赤い羽根共同募金は自分の町を良くする仕組み〜
　赤い羽根共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、江津市内のさまざまな地域福
祉の課題解決に取り組む福祉団体を支援しています。今年度江津市の皆様からお寄せいただいた募金は、平成31
年度実施予定の下記記載の事業に使われます。
　皆様からの募金は、地域の様々な課題解決に取り組む団体の活動を通じて、たくさんの〝ありがとう“につながっ
ています。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

江津市を対象とした助成事業……………………7,040,000円
●江津市社会福祉協議会（一人暮らし老人等声かけ訪問事業、福祉教育実施校助成事業ほか６事業） 1,756,000円
●江津市共同募金委員会（公募・江津市地域福祉活動推進事業） 300,000円
●江津市社会福祉協議会23支会（会食・配食事業・子育て支援事業、世代間交流事業など） 4,066,000円
●江津市民生児童委員協議会（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事業） 150,000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
●江津市少年補導員連絡会（青少年健全育成活動「チャレンジ縄跳び」事業） 30,000円
●虹の家（虹の家祭り事業） 80,000円
●桜江地区民生児童委員協議会（※単独事業　子育てサロンひろば事業） 28,000円
●青山を良くする会（ふるさとごうつを良くする事業） 50,000円

県広域を対象とした助成事業……………………2,102,000円
　島根県内広域の社会福祉や更生保護を推進する事業
　※江津市からの申請なし

助成団体が掲げるテーマに対応する募金……………………300,000円

一般募金

テーマ募金

江津市社会福祉協議会都野津支会が子育て支援事
業の一環として実施しているにこにこ食堂の様子。

平成30年度の募金目標額：9,442,000円

【平成31年度実施予定事業】

今年度も募金活動に
参加します。

会いにきてね～！
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平成30年度 市民で支える成年後見制度講座 〜市民後見人講座〜

受 講 生 募 集
　「成年後見制度」は、認知症・知的障がい・精神障がいなどの症状により判断能力が低下した方が、自分らしく
安心して活動できるよう支援するための制度です。
　地域でこの制度が広く利用されるには、法律や福祉の専門家、家庭裁判所、行政、社会福祉協議会など多数の関
係者の連携を一層強化していくことに加え、多くの市民の皆さんに成年後見制度に対する関心と理解を深めていた
だき、制度を支える一員になっていただくことが必要です。そこでこの講座では、成年後見制度の啓発とともに利
用者の相談相手や、実際に後見活動ができる方の養成を目的に開催します。

日　　　　　時 会　　　　　場

１日目 10/17（水）９：00〜16：00 パレットごうつ　　　　　２Ｆ　会議研修室１

２日目 10/24（水）９：00〜16：00 パレットごうつ　　　　　２Ｆ　会議研修室１

３日目 11/14（水）９：00〜16：00 江津市総合市民センター　２Ｆ　大会議室

４日目 11/21（水）９：30〜15：40 江津市総合市民センター　２Ｆ　大会議室

５日目 12/12（水）９：30〜15：30 パレットごうつ　　　　　２Ｆ　会議研修室１

　受講申込に関することやその他詳細については、この広報紙と一緒に配布しているチラシか、江津市社会福祉協
議会のホームページ（http://gotsu−syakyo.jp/）でご確認ください。（※申込締切日は10月９日です）
　本講座のチラシは次の場所にも設置しています。
　・江津市社会福祉協議会（本所、桜江連絡所）　　・江津市役所（本庁（健康医療対策課等）、桜江支所）
　・パレットごうつ　　　・江津市総合市民センター

　７月20日（金）、島根県済生会高砂ケアセンター主催の納涼祭が
開催され、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・江津市立江津中学校・江津市立青陵中学校・江津市ジュ
ニアリーダーズクラブから学生や会員20名の皆さんが、納涼祭の
ボランティア活動に参加されました。

　当日の活動内容
は、模擬店の運営
補助でしたが、参
加者の皆さんは、
不慣れな作業にも仲間同士が連携、協力しながら一生懸命取り組
まれました。
　青少年や学生などによるこのボランティア活動は、将来、若者
が地域をはじめとする様々な分野のボランティア活動への参加や
ボランティア活動に対する理解が一層深まることが期待されてい
ます。

納涼祭にボランティアが参加
江津市ボランティアバンクの活動を紹介
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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2018出店
（江津市社会福祉協議会）

日　時　10月21日（日）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回講座（江津市社会福祉協議会）

日　時　10月16日（火）13：30〜
会　場　桜江総合センター３階多目的ホール
演　題　「落語で笑ってお元気に！」
講　師　落語家　桂　勢朝　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（木）9：30〜11：30
会　場　江津市総合市民センター２階会議室平成30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（木）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30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・江津市共同募金会）
日　時　12月２日（日）9：30〜14：00
会　場　江津市総合市民センター
　 市民の皆様から拠出して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（左）・クーリー（右）」

10歳になりました!
江津健康フェスタ2018で会いましょう!
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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―

黒松町
市　富　洋　治 様（市富　準治 様）
岡　野　安　恵 様（岡野　　登 様）
平　野　政　道 様（平野　政行 様）
桜江町
河　崎　正　枝 様（河崎　政富 様）
横　田　秀　人 様（横田シゲヨ 様）
広島県（黒松町）
嶧　田　正　美 様（嶧田　正信 様）
千葉県（渡津町）
長　岡　富　男 様（長岡　嘉枝 様）
埼玉県（波積町）
内　田　幸　夫 様（内田　安正 様）
出雲市（桜江町）
高　木　富士子 様（高木　正子 様）
江津町（二宮町）
井　上　秀　樹 様（井上　昭恵 様）
浅利町（松川町）
鎌　田　　　一 様（鎌田スエ子 様）
黒松町（都野津町）
有　間　保　夫 様（有間テルヱ 様）

清見町
大　下　久　人 様（大下　数年 様）
跡市町
河　村　雅　信 様（河村　貞子 様）
二宮町
岡　本　美津子 様（岡本　昌明 様）
田　中　康　夫 様（田中チカヨ 様）
横　路　恵津子 様（横路　弘嗣 様）
波子町
野　海　邦　友 様（野海　實穂 様）
敬川町
冨金原　昭　久 様（冨金原佐吉 様）
都野津町
板　場　昭　光 様（板場　俊幸 様）
橋　本　　　茂 様（橋本恵美子 様）
和木町
猪　子　昭　則 様（猪子美惠子 様）
布　施　憲　祥 様（布施　政司 様）
嘉久志町
内　田　俊　博 様（内田　達子 様）
笹　尾　孝　美 様（笹尾智惠子 様）
竹　下　正　博 様（竹下　俊雄 様）
土　肥　敬　一 様（大野ヨシコ 様）
本　田　　　勉 様（本田　照子 様）

浜田市　藤間流藤惠会　会主　藤間晃正惠　様
益田市　西日本歌謡文化講座　主宰　水津啓一　様

山　田　ミヨコ 様（山田　昌治 様）
吉　本　昭　二 様（吉本　　清 様）
江津町
川　端　建　志 様（川端　貞子 様）
佐々木　　　克 様（佐々木浪子 様）
清　水　トミ子 様（清水　正憲 様）
山　藤　健　二 様（山藤　春男 様）
川平町
三　浦　重　幸 様（三浦ユキヱ 様）
餅　田　智江美 様（餅田ツルコ 様）
松川町
石　原　　　実 様（石原　宗男 様）
大　岩　郁　夫 様（大岩　正子 様）
佐々木　美音子 様（佐々木ミズ子 様）
渡津町
梅　田　栄　男 様（梅田　清光 様）
川　瀬　加代子 様（川瀬　政章 様）
佐々木　和　博 様（佐々木照恵 様）
砂　田　洋　子 様（砂田　秀之 様）
髙　原　弘　樹 様（髙原　澄子 様）
野　田　由里子 様（山本千賀子 様）
浅利町
田　中　辰　男 様（田中　禮子 様）
西　谷　正　行 様（西谷シヅカ 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

◎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）
10/16㈫　13：30～15：45（桜江会場）
10/26㈮　９：00～12：00（江津会場）
11/30㈮　９：00～12：00（江津会場）
12/18㈫　９：45～12：00（桜江会場）
12/28㈮　９：00～12：00（江津会場）

10/11㈭　13：00～15：00（江津会場）
11/ ８㈭　13：00～15：00（江津会場）
12/13㈭　13：00～15：00（江津会場）

法律相談【弁護士】（要予約）

※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）

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）


