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　10月３日、JR江津駅前を主会場に市内の病院・商店・道の駅などで街
頭募金活動を行いました。
　当日は、市内各界の皆様・福祉関係者の方々に募金ボランティアとして
ご協力いただき、144,446円の心温まる募金が寄せられました。
　このほかにも11月６日には桜江神楽競演大会会場、13日には桜江いきい
き祭り会場にて街頭募金を実施し、55,861円の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！

おかげさまで70周年！

赤い羽根街頭募金活動
～じぶんの町を良くするしくみ～
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　10月17日㈪、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４回講座
を開催し、老人クラブ会員および福祉関係者
102名が集いました。
　今回の講座では　落語家・芸人　林家笑丸

（はやしや・えみまる）先生を講師に「お笑い
ストレス解消法～笑いは副作用のない薬」と題
してご講演いただきました。楽器を使った「ウ
クレレ落語」、紙を見ずに切る「後ろ紙切り」、
後ろ向きで踊る舞踊「うしろ面」など、多くの
芸事を盛り込んだ講演は受講生に大変喜ばれ、
盛会裏の内に終了しました。

笑って 楽しく生涯学習 !
～江津和光園大学～

健康フェスタ2016に出展
　江津市社会福祉協議会は、10月30日㈰に、島
根県済生会江津総合病院内駐車場において開催
された「健康フェスタ2016」に後援団体として
参加出展しました。江津青年会議所地域改革委
員会主催のこのフェスタでは、さまざまな体験
を通じ、楽しく健康・予防について考え学べる
出展やステージ企画が用意されました。
　「いきいき健康教室」を介護予防の一環とし
て実施している本会では、ボールを使った簡単
なゲームを体験していだき、またテントでは社
協のマスコット犬「インディ・クーリー」がセ
ラピー犬としてみなさんとふれあいながら愛嬌
をふりまきました。

▲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

▲ガンバルーンゲームにチャレンジ‼
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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28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、津宮小学校
２年生児童など約400人が参加しました。
　優勝は「南部」、準優勝は「東部」、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）

○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。

総合交流スポーツ大会 （江津市老人クラブ連合会 主催）

▲津宮小児童と「大玉ころがし」 ▲スカットボール競争

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。

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
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おめでとうございます
★平成28年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰（Ｈ28.10.20）
　●永年勤続民生委員・児童委員功労　三島　悦廣（嘉久志町）　舩津　純江（嘉久志町）　嘉戸千賀子（波積町）

★平成28年度全国社会福祉協議会会長表彰（Ｈ28.11.11）
　●民生委員・児童委員功労　　　　　吉田　　茂（江津町）

　●永年勤続民生委員・児童委員功労　田中　幸子（二宮町）　　相山　　 （後地町）

★平成28年度中央共同募金会会長表彰（Ｈ28.11.11）
　●共同募金運動70年記念特別感謝　　江津ライオンズクラブ

しまね県民福祉大会
　９月17日㈯　松江テルサにおいて平成28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20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、若者のひきこもり支援と題し
て、秋田県藤里町社会福祉協議会会長の菊池まゆみ氏
を講師とし、ひきこもり支援を通して若者が住みやす
い町を考え、町民全てが生涯現役を目指せるシステム
づくりへ展開していくという内容は、参加者にとって
これからの地域福祉活動の参考となる有意義な講演会
となりました。

★島根県知事感謝
　●各種社会福祉関係団体役員功労　　　岩崎　　静（桜江町）

★島根県社会福祉協議会会長表彰
　●民生委員・児童委員功労　　　　　　吉田　　薫（江津町）　　服部　勝幸（二宮町）

　●社会福祉協議会・団体等役職員功労　小笠原修造（桜江町）　　高木　正子（桜江町）

　●永年勤続功労　　　　　　　　　　　本藤三世子（敬川町）　　永井眞由美（松川町）

★島根県共同募金会会長表彰
　●共同募金運動奉仕功労　　　　　　　野津惠智子（敬川町）　　佐々木　篤（都野津町）　　寺下　　衛（和木町）

受賞された皆さん
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　平成28年度江津市総合社会福祉大会を、11月７日、
江津市総合市民センターで開催し、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３団
体から、それぞれの実践発表、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。
　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

★島根県民生児童委員協議会会長表彰
　●永年勤続民生委員児童委員

　　平川知惠子（跡市町）　　三瀧　　操（跡市町）　　中村　宣枝（波子町）　　横田　淳子（敬川町）

　　野津惠智子（敬川町）　　佐々木惠子（二宮町）　　佐々木美由紀（二宮町）　佐々木康子（都野津町）

　　今田喜代子（都野津町）　佐々木利彦（和木町）　　盆子原久惠（和木町）　　城山　一則（嘉久志町）

　　山本　滋郎（嘉久志町）　元重茂登子（嘉久志町）　浦田　慧子（江津町）　　田中　弘巳（江津町）

　　豊田　智子（江津町）　　藤田久美子（渡津町）　　佐々木建也（松川町）　　田才　典子（波積町）

　　岡本　文孝（黒松町）　　寺本　　昭（桜江町）　　水田　卓彦（桜江町）　　高藤　一信（桜江町）

　　岡本　一代（桜江町）　　酒井　正子（桜江町）　　三浦紗枝子（桜江町）　　矢萩　良子（桜江町）

　　平田　孝子（桜江町）

★島根県身体障害者団体連合会会長表彰
　●一般功労　　青木　春智（後地町）　　梶川　　勇（桜江町）

★島根県児童入所施設協議会会長表彰
　●永年勤続　　近重　　彰（西部島根医療福祉センター）　　高脇　典子（同）　　佐野　徹郎（同）

　　　　　　　　平石　江美（同）

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

= 福祉意識の高揚を目指して =

江津市総合社会福祉大会

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。



ご う つ 社 協　第150号（6）平成28年12月１日

　　〈平成16年12月1日就任〉

　　　和田　幸子（千田町）　　中村　瑲子（波子町）　　服部　勝幸（二宮町）　　佐々木　篤（都野津町）

　　　吉田　　薫（江津町）　　井上　郁子（渡津町）　　窪田加津子（黒松町）　　森下　寒三（桜江町）

　　　湯淺　詔三（桜江町）

　　〈平成19年12月1日就任〉

　　　平川知惠子（跡市町）　　三瀧　　操（跡市町）　　中村　宣枝（波子町）　　横田　淳子（敬川町）

　　　野津惠智子（敬川町）　　佐々木惠子（二宮町）　　佐々木美由紀（二宮町）　佐々木康子（都野津町）

　　　今田喜代子（都野津町）　佐々木利彦（和木町）　　盆子原久惠（和木町）　　城山　一則（嘉久志町）

　　　山本　滋郎（嘉久志町）　元重茂登子（嘉久志町）　浦田　慧子（江津町）　　田中　弘巳（江津町）　

　　　豊田　智子（江津町）　　藤田久美子（渡津町）　　佐々木建也（松川町）　　田才　典子（波積町）

　　　岡本　文孝（黒松町）　　寺本　　昭（桜江町）　　水田　卓彦（桜江町）　　高藤　一信（桜江町）

　　　岡本　一代（桜江町）　　酒井　正子（桜江町）　　三浦紗枝子（桜江町）　　平田　孝子（桜江町）

　　波　子　光　尚　会　　和田ヒデコ （波子町）　　　波　子　光　尚　会　　黒川　　務 （波子町）

　　敬　川　同尚初霜会　　深野　良平 （敬川町）　　　和　木　老　陽　会　　盆子原基子 （和木町）

　　松　川　福　寿　会　　佐々木園枝 （松川町）　　　渡　津　嘉戸万寿会　　石田　啓子 （渡津町）

　　渡　津　嘉戸万寿会　　和田ハナ子 （渡津町）　　　市　山　市山親和会　　東　千枝子 （桜江町）

　　川　戸　小田友和会　　本山　高子 （桜江町）　　　谷住郷　すみえ福寿会　　松本　文男 （桜江町）

　　谷住郷　すみえ福寿会　　大谷　林三 （桜江町）　　　川　越　渡 福 寿 会　　松浦　和子 （桜江町）

２．民生委員児童委員功労者（37名）

３．老人福祉功労者（12名）

　　長谷実年親友会　会長　工村　節子 （桜江町）

４．優良老人クラブ（1団体）

　　大原ミヤコ（渡津町）　　三浦　和子 （嘉久志町）

◆江津市社会福祉大会会長感謝状贈呈(２名)

　　原　田　ミヤ子 【江津市連合婦人会副会長】（桜江町）

　　島　田　正　男 【江津市障がい者協会理事】（桜江町）

　　髙　橋　百合子 【江津市更生保護女性会副会長】（江津町）

◆江津市総合社会福祉大会会長表彰（１団体・52名）

１．社会福祉功労者（３名）
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『「自助」・「共助」・「近助」で地域を守る』
跡市地区まちづくり協議会

会長　野　田　英　夫　氏

『町民自らが創るまちづくり事業計画』
都野津町づくり協議会

事務局長　南　口　　　修　氏
『お年寄りを大切にする一家一花でつなぐ
梅の降る里づくりをめざして』

都治地区コミュニティ協議会
健康福祉部長　青　木　文　江　氏

桜江中学校３年　永
なが

　井
い

　千
ち

　尋
ひろ

　さん

江東中学校３年　山
やま

　口
ぐち

　惇
あつ

　裕
ひろ

　さん

江津中学校１年　土
ど

　井
い

　菜
な

々
な

子
こ

　さん

青陵中学校２年　田
た

　向
むかい

　　　杏
あんず

　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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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―

都治町
惠　木　勇　也　様（惠木　英臣　様）
波積町
花　田　美　昭　様（花田カツエ　様）
桜江町
坂　本　エミ子　様（坂本　靖寛　様）

東京都（二宮町）
山　藤　正　晴　様（山藤　友江　様）
神奈川県（都野津町）
宮　本　　　治　様（宮本ワカコ　様）
邑南郡（和木町）
河　鰭　正　信　様（河鰭　安延　様）
黒松町（広島県）
上　住　修　二　様（上住ケイコ　様）

有福温泉町
（故） 千代延　　　隆　様
跡市町
茶　畑　ヒロコ　様（茶畑　　茂　様）
佐々木　廣　子　様（佐々木智惠子　様）
波子町
野　海　美和子　様（野海治三郎　様）
都野津町
増　本　義　夫　様（増本トメ子　様）
和木町
岡　本　房　恵　様（岡本キミエ　様）
寺　下　　　衛　様（寺下夕起子　様）
嶋　﨑　恵里子　様（嶋﨑　力治　様）
眞　田　哲　昭　様（眞田　常子　様）
嘉久志町
盆子原　紀　子　様（盆子原儀重　様）

嘉久志町
安　田　知　子　様（安田　憲二　様）
石　田　廣　之　様（石田　春政　様）
花　田　泰　生　様（花田裕美子　様）
大　島　五洲男　様（大島　和子　様）
江津町
深　野　正　貴　様（深野　正人　様）
益　野　敏　雄　様（益野　史子　様）
土　橋　昭　子　様（土橋　正義　様）
井　上　貴　仁　様（井上　克恵　様）
金田町
原　　　弘　志　様（原　　　覚　様）
渡津町
照喜名　恵　子　様（照喜名孝紀　様）
平　島　忠　廣　様（平島マサヨ　様）
坂　本　みどり　様（坂本　整美　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 ⇒ 川戸地域コミュニティ交流センター
２階第３会議室

◎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）
12/８㈭　13：00～15：00（江津会場）
１/12㈭　13：00～15：00（江津会場）

12/16㈮　9 ： 00～12 ： 00（江津会場）
12/20㈫　9 ： 45～12 ： 00（桜江会場）
１/27㈮　9 ： 00～12 ： 00（江津会場）

一般相談【司法書士 ･ 民生委員】
（要予約）

●香典返し寄附金

平成28年度
福祉ふれあいチャリティーバザー

の開催について

・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4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

●一般寄附金
波子町　江津市歌謡連盟　代表　中　村　輝　昭　様　　　江津町　黒　川　　　聰　様

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】

※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

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


