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　10月１日より全国一斉に共同募金運動がはじまりました。本市では、運動初日となる10月１日に、市役所正面玄
関前で開会セレモニーを行ったあと、市内の店舗・道の駅などで街頭募金活動を実施し、運動の開始を市民の皆様へ
アピールしました。当日は、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、92,572
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。

～じぶんの町を

　よくするしくみ～

赤い羽根街頭募金活動



　去る10月31日㈬、江津市内の11社会福祉法人で組織
されております、江津市社会福祉法人連絡会の平成30
年度事業として、３社会福祉法人から７名の参加によ
る岩国市防災学習館の見学学習会を実施いたしました。
　本年は７月に、西日本を中心とした豪雨災害により、
本市におきましても江の川流域において大きな浸水被
害が発生いたしましたが、その後も全国的に台風や地
震などで甚大な被害が発生いたしております。災害が、

　10月20日㈯から21日㈰までの２日間にわたり、西部島根医療福祉セ
ンターにおいて「第44回学園祭」が開催され、江津市ボランティアバ
ンク登録団体から、54名の皆さんが、学園祭のボランティア活動（模
擬店の運営補助や、プラバン製作の手伝い）に参加されました。
　江津市ボランティアバンク（江津市ボランティアセンター内）では、
今後も青少年など若者が自ら学び、成長していけるよう、気軽に楽し
みながらボランティア活動に参加できる場づくりに努めてまいります。

◦島根県立江津高等学校
◦石見智翠館高等学校
◦江津市立江津中学校
◦江津市ジュニアリーダーズクラブ

（※順不同）

＊ボランティア活動参加者からの感想＊
　始めは緊張していたけど、係の人も優しく教えて下さり、ジュー

ス（飲み物）は何がいいか聞いたり、渡したりするのも積極的に

することができました。また機会があれば参加したいと思います。

いつどこで発生するか予測困難な中にありましても、平
素から災害に対する知識や心構えを持っておくことはと
ても大切なことと思われます。
　この岩国市防災学習館におきましては、これまで全国
で発生した、台風、地震、高潮、豪雨などの災害による
被害状況と復興活動を映像で視聴した後、実際に消火器
を使用しての消火訓練や、地震体験装置による地震体験、
煙の充満する部屋からの避難訓練などの災害体験をする

ことができ、内容的に
も大変有意義な見学学
習会となりました。今
後、いざというときに
必ずや役に立つ知識経
験を身につけることが
できたものと思ってお
ります。
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江津市社会福祉法人連絡会からのお知らせ

江津市ボランティアバンクの活動紹介
＝第44回学園祭（西部島根医療福祉センター･江津清和養護学校主催）に参加＝

＊今回の活動に参加をした
江津市ボランティアバンク登録団体＊
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おめでとうございます
★平成30年度全国社会福祉協議会会長表彰（Ｈ30.11.22）
　●民生委員・児童委員功労　　　　　田中　睦次　様 （嘉久志町）

しまね県民福祉大会
　９月22日㈯　くにびきメッセにおいて平成30年度しまね県民福祉大会が開催され、受賞者及び福祉関係者16名で
参加しました。
　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、表彰及び感謝状を贈呈されました。
　第２部の講演では、「小よく大を制す」と題してNHK大相撲解説者で、元小結の「舞の海秀平」氏を講師とし、
普段では聞けない相撲会の裏話など、面白おかしく話され楽しく和やかな講演会となりました。
　最後に、大会宣言決議文において、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源
が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく

「地域共生社会」の実現を目指すことを誓いました。

★島根県知事感謝
　●民生委員・児童委員功労　　　　　　嘉戸千賀子　様 （波積町）

　●ボランティア活動等協助団体　　　　江津要約筆記サークルひまわり　会長　金田　健男　様

★島根県社会福祉協議会会長表彰
　●民生委員・児童委員功労　　　　　　森　奈々子　様 （浅利町）

★島根県社会福祉協議会会長感謝
　●社会福祉事業協助者　　　　　　　　大谷　和子　様 （嘉久志町）

★島根県児童入所施設協議会会長表彰
　●永　年　勤　続　　　　　　　　　　秋田千香子　様（西部島根医療福祉センター）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋田　　操　様（　　　　　同上　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田ひとみ　様（　　　　　同上　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　眞純　様（こくぶ学園）

参加された皆さん 舞の海秀平氏の講演の様子
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　11月８日㈭、平成30年度江津市総合社会福祉大会が
江津市総合市民センターを会場として、市民、福祉関
係者約400名参加のもと開催されました。
　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、地域福祉実践発表では、赤い羽根共同募
金を活用した活動と今年７月豪雨災害時における災害
対応についての実践報告を３団体から、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

= 福祉意識の高揚を目指して =

江津市総合社会福祉大会

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。
　終わりに、本市においても、人々の価値観の多様化、家族の規模や構成、働き方などのライフスタイルの変化な
どを背景に、地域のつながりが希薄になり、家庭の機能の低下が生じている場面が見られます。従来の福祉制度の
枠組みだけでは対応できない複雑化する課題が顕在化しています。
　そこで、福祉関係者が力を合わせ「一人ひとりの尊厳が重んじられ、だれもが互いに支え合って心豊かに暮らす
ことのできる江津（まち）づくり」に貢献するための大会宣言を決議し、盛会の内に大会を終了致しました。

　　一般社団法人　茶道裏千家淡交会江津支部　支部長　近江　隆寛　様
　　梅　原　曉　子　様（二宮町神主）　　花　田　ミサ子　様 （都野津町）
　　森　脇　壽　子　様（嘉久志町）　　　石　戸　美恵子　様 （嘉久志町）

◆江津市総合社会福祉大会会長感謝状贈呈（１団体・４名）

　　和　木／老 　 陽 　 会　　福原喜世子　様（敬川町） 渡　津／長 田 万 寿 会　　村上　松枝　様（渡津町）
　　渡　津／長 田 万 寿 会　　三浦　康子　様（渡津町） 渡　津／岩 貝 万 寿 会　　竹下　光義　様（渡津町）
　　渡　津／渡 津 万 寿 会　　寺本サカエ　様（渡津町） 渡　津／渡 津 万 寿 会　　森田ツユ子　様（渡津町）
　　川　戸／小 田 友 和 会　　村井　悦信　様（桜江町小田） 谷住郷／すみえ福寿会　　小林　靖江　様（桜江町谷住郷）
　　谷住郷／すみえ福寿会　　島田　末弘　様（桜江町谷住郷） 川　越／渡 田 喜 楽 会　　楸　　眞生　様（桜江町川越）

２．老人福祉功労者（10名）

　　村　上　八重子　様【江津市更生保護女性会　評議員】（二宮町神主）
　　樽　床　敏　光　様【元江津市社会福祉協議会長谷支会　支会長】（桜江町長谷）
　　森　下　三　四　様【江津市社会福祉協議会市山支会　理事】（桜江町今田）
　　湯　淺　直　聰　様【江津市社会福祉協議会市山支会　理事】（桜江町市山）
　　松　野　竹　代　様【桜江町ボランティア　地区代表】（桜江町江尾）

◆江津市総合社会福祉大会会長表彰（15名）
１．社会福祉功労者（５名）
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『平成30年７月豪雨に伴う江津市
災害ボランティアセンターの取り組み』

江津市社会福祉協議会
生活支援課長　焼　杉　哲　也要約筆記の方々

『平成30年７月豪雨災害を振り返って』
　　　　川越まちづくり協議会

会長　中　村　征　雄　氏

『てごねっと石見の活動紹介』
特定非営利活動法人　てごねっと石見

竹　内　　　希　氏

桜江中学校３年　山
やま

　根
ね

　陽
ひ

菜
な
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こ

　さん

江東中学校３年　安
あ

　部
べ

　愛
あい

　理
り

　さん

江津中学校３年　土
ど

　井
い

　菜
な

々
な

子
こ

　さん

青陵中学校３年　田
た

　中
なか

　莉
り

　奈
な

　さん

☆少年の主張江津市大会出場者意見発表☆

☆ 地域福祉活動実践発表 ☆
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　スポーツを通じて多様な人々の交流と健康増進を図るために、江津市老人クラブ連合会の主催により「総合交流
スポーツ大会」が９月27日㈭江津市民体育館において開催されました。
　この大会には、市内老人クラブ会員や、白寿園・ミレ青山の入所者、市障害者スポーツ協会関係者、郷田小学校
児童など424人が参加しました。
　優勝は「東部」、準優勝は「南部」、第３位は「西部」という結果でしたが、参加者にとっては競技の結果よりも、
参加する喜びと人とふれあう喜びを感じる一日になりました。
　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、「健康」「友愛」「奉仕」を基本とする活動や他
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。（TEL52 - 2474）

　10月16日㈫、桜江総合センターにおいて高齢者相互のふれあいと健康、社会的知識・教養を高ることを目的に
「江津和光園大学ふれあい教室」第３回講座を開催し、老人クラブ会員並びに福祉関係者約100名が集いました。今
回の講座は、落語家の桂 勢朝（かつら・せいちょう）先生を講師に「落語で笑ってお元気に！」と題してご講演
いただきました。
　古典落語や新作落語に加え、南京玉簾など工夫を凝らした盛り沢山な講座は受講者に大変喜ばれ、多くの笑いと
笑顔が溢れる有意義なひとときとなりました。

総合交流スポーツ大会 （江津市老人クラブ連合会 主催）

江津和光園大学ふれあい教室

▲郷田小児童と大玉ころがし ▲スカットボール競争

～落語で笑
ってお元気

に！～

※江津和光園大学ふれあい教室は、赤い羽根共同募金から助成金を受けて開催しています。



平成30年12月１日（7）ご う つ 社 協　第160号

○貸付限度額
＜教育支援費＞
　⑴　高等学校（専修学校高等課程を含む）

　　　月額　35,000円以内
　⑵　高等専門学校　　　　　　月額　60,000円以内
　⑶　短期大学（専修学校専門課程を含む）

　　　月額　60,000円以内
　⑷　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。

生活福祉資金 (教育支援資金 )のご案内
○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、島根県育英会等他の公的資金の貸付が受けられなかった方
　②現在他の公的資金の貸付を申し込み中の方
　③公的資金の貸付が決定しているが、なお資金が必要な方
　なお、他の公的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公的資金の貸付の申込
をしていただきます。

　10月21日㈰　島根県済生会江津総合病院を会場に「江津健康フェ
スタ2018」が開催されました。江津市社会福祉協議会も後援団体と
して出店し、簡単なゲーム「ポケットボール」と「輪投げ」を体験
していただきました。「健康」をテーマに楽しみながら体験できる
様々なコーナーが設けられた会場は、多くの参加者で賑わいまし
た。また、テントの外では社協のマスコット犬「インディとクー
リー」がセラピー犬としてたくさんの子ども達や障害のある方、高
齢者の皆さんと楽しくふれあい、愛嬌を振りまいていました。

生活福祉資金 (教育支援資金 )のご案内生活福祉資金 (教育支援資金 )のご案内

健康をテーマにふれあい体験
【江津健康フェスタ2018】
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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―

後地町
青　木　春　智　様（青木　シゲ　様）
焼　杉　叔　生　様（焼杉　一エ　様）
桜江町
長谷川　富　男　様（長谷川タケ子　様）
渡　邊　萬　市　様（渡邊　光子　様）

埼玉県（黒松町）
山　口　小夜子　様（福島ミツヱ　様）
兵庫県（嘉久志町）
近　重　シゲ子　様（近重　英子　様）
兵庫県（黒松町）
福　島　昌　治　様（福島　芳枝　様）
浜田市（嘉久志町）
宮　村　孝　正　様（宮村フサヱ　様）
嘉久志町（江津町）
森　脇　久　恵　様（屋根内セキ　様）
後地町（江津町）
佐々木　公　香　様（眞田　早苗　様）
黒松町（二宮町）
笹　木　秀　雄　様（河野　　勇　様）

有福温泉町
河　野　貴　雄　様（河野タクエ　様）
千田町
近　重　俊　治　様（近重　　眞　様）
福　田　靖　男　様（福田キヌヨ　様）
敬川町
山　﨑　秀　一　様（山﨑　茂子　様）
都野津町
大　屋　孝　文　様（大屋マツコ　様）
桶　原　準　嘉　様（桶原　晴枝　様）
幸　治　美代子　様（幸治世紀美　様）
南　口　サツエ　様（南口　哲雄　様）
和木町
大　嶋　朝　子　様（大嶋　松雄　様）
山　田　ノブコ　様（山田　敏雄　様）

嘉久志町
田　中　裕　之　様（田中ヨシエ　様）
近　重　英　司　様（近重　英男　様）
江津町
山　崎　幸　宣　様（山崎　君枝　様）
金田町
佐々木　松　行　様（佐々木ヤヨイ　様）
浅利町
中　木　啓　二　様（中木千世子　様）
松　浦　志　保　様（坂本　　修　様）
黒松町
西　川　徐　子　様（西川　親男　様）
池　谷　一　志　様（池谷アイ子　様）
都治町
永　井　隆　博　様（永井　寅光　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）
12/13㈭　13：00～15：00（江津会場）
１/10㈭　13：00～15：00（江津会場）

12/18㈫　9 ： 45～12 ： 00（桜江会場）
12/28㈮　9 ： 00～12 ： 00（江津会場）
１/25㈮　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

月曜～金曜（祝祭日、年末年始は除く）
9：00～16：00（江津会場）

福祉相談【担当職員】
・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

・と　き　12月２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

※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。

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

メイン会場のほかにも、喫茶コーナーや
出店、社協（共同募金）ブースなどもあ
ります！

ごうつ社協第159号２頁の江津市災害ボランティアセンターに関する記事の中でボ
ランティア活動者数を「1,237名」と記載していましたが、正しくは「1,347名」で
した。同頁の災害ボランティアセンター支援協力団体紹介(寄付金をお寄せいただ

訂正とお詫び

福祉ふれあいチャリティーバザー

問い合わせ先
江津市社会福祉協議会　Tel（0855）52 - 2474

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。

いた個人・団体）欄で「江津市障がい者協会【桜江町】」と記載して
いましたが、正しくは「江津市障がい者協会【江津市】」でした。ま
た、支援協力団体として「社会福祉法人花の村」様が記載されてお
りませんでした。深くお詫びし訂正させていただきます。


