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　高齢者相互のふれあいと健康、社会知識、教養を高めて
いただくことを目的にした「江津和光園大学ふれあい教室」
第１回講座を６月10日㈪、第２回講座を７月17日㈬に、江
津市総合市民センターにて開催しました。
　第１回講座は、島根県立大学 学長代行 山下一也先生を
講師に迎え、認知症の正しい理解や予防に効果的な生活習
慣などについてお話いただきました。
　第２回講座では、公益財団法人東京ミュージック・ボラ
ンティア協会 徳田洋子先生を講師に「歌声サロン」と題
してご講演いただきました。ピアノの生演奏と共に昔懐か
しい曲を歌い、体操やクイズなどを通して音楽と触れ合う
など、有意義なひとときとなりました。

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
を受けて開催しています。

▲第１回講座　熱心に話を聞く67名の受講生

▲第２回講座　歌詞中の単語から曲名を当てるクイズをしている様子
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パレットごうつでの会議の様子
令和元年８月２日　参加者17名

　本会では、市内全域をカバーする生活支援コーディネーターを配置して、地域で暮らす高齢者等の介護予防や生
活支援の充実に向けた仕組みづくりを話し合う場（協議体）を本年２月に設置しました。

（高齢者等生活支援体制整備事業：江津市からの委託事業）
　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる仕組みづくりを目指していきます。

　７月25日㈭　江津市総合市民センターミルキーウェイホールにお
いて令和元年度演芸大会が開催されました。
　この大会は、広く市民の皆様に、健康と生きがい活動などに取り
組んでいる老人クラブへの理解を深めていただくことと、会員の加
入促進を図ることを目的に、平成14年度から開催されて今年度で18
回目になります。
　当日は、12クラブから、合唱、大正琴、踊り、カラオケなど13演
目を出演者総数96名が熱演され、ことしの演目で「ひょっとこ踊り」
に集まった約400名の観客から大きな拍手をいただきました。
　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、
このような活動の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。

～江津市全域～

生活の困りごとの解決をめざして

高齢者、たがいに触れ合う「演芸大会」（江津市老人クラブ連合会主催）

３ケ月毎に開催して

こんなことを話し合っています

毎日の食の確保について

　高齢者の見守りを兼ねたお弁当の配達方法に
ついて課題があがり、多数の案の中から下記に
つなぐことができました。
　①本会の有償ボランティアの支援
　②地域住民の見守り、声かけ活動と配達

ゴミ出し支援について

【困りごと】　仕分けができない
　　　　　　ゴミが重たくて持てない
　　　　　　集積所が遠い　等
　今後、実態把握を行い、解決に向けての話し
合いを進めていきます。
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　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、令和２年度に地域福祉

の課題解決のための事業に使われます。

※詳しくは、別紙ちらしをご覧ください。

　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。　

　気軽にできる社会貢献活動の一つとして事務所のそ

ばに赤い羽根仕様の自動販売機を設置。売り上げの一

部が共同募金に寄付される仕組みとなっています。

　寄付つき商品を企画して、売上の一部を共同募金会

に寄付できます♪

お問い合わせ先　江津市共同募金委員会　☎52-2474

赤い羽根共同募金運動がはじまりました!!
【運動期間】　一般募金（令和元年10月～12月末まで）／テーマ募金（令和２年１月～３月末まで）

～赤い羽根共同募金は

自分の町を良くするしくみ～

１．赤い羽根自動販売機の設置 ２．募金百貨店プロジェクトに協力

１． 図書カード・クオカード募金♪ ２．かわいいピンバッジで募金♪ 

この募金は、市内小・中学校、養護学校の児童・生徒会が実

施する「福祉教育を充実させる事業（子どもたちの福祉関係

図書の購入整備を含む）」に役立てられます。

こんな募金の方法もあります

【企業・事業所様向け】　募金方法のご提案

～社会貢献活動の一つとして募金に取り組んでみませんか～

（例）

県内の小中高等学校、養護学校の児童・生徒から図案

を募集し、最優秀賞受賞作品をデザインした寄附金

付き図書・クオカード。１枚1,000円で購入できます。

※500円は赤い羽根共同募金へ寄付されます。

ピンバッジ１個500円

で購入するとその一部

が赤い羽根共同募金に

寄付されます。

３．子どもから楽しめるガチャガチャで募金♪

ガチャガチャで赤い羽根グッズを集めよう！

※県内では、保険会社、建設業、

自動車用品関係、社会福祉法人な

どの様々な企業（事業所）が取り

組んでいます。

詳しくはこちら⇒

※既に自動販売機を設置されている場

合は、赤い羽根仕様にすることも可能

です！

募金する

困りごとがなくなる

笑顔がふえて、町が元気になる！

「
し
ま
ね
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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？～

生活支援まごころフレッシュサービスとは？

夏祭りにボランティアが参加

　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。尚、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。

（サービス内容や協力会員等の都合により、対応できない場合がございますのであらかじめご了承下さい。）

　江津市ボランティアセンターは、江津市内の福祉施設等主催、夏祭
りへのボランティア活動参加をボランティアセンター登録団体等に呼
び掛け、多くの方に参加していただきました。
　今年は、学生・青少年から大人まで幅広い年代のボランティアが参
加されたため、世代間交流も兼ねて、ボランティア同士が相互に連携・
協力しながら、一生懸命取り組まれました。このボランティア活動を
通して、特に学生・青少年など若年世代の皆さんが、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関心や理解が一層深まること
を期待しています。

協力会員（年会費 1,000円）

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
協力会員への協力費、交通費の支弁（サービスをしていただける方への支払い）
・１時間　800円　１時間を超える場合は、超過した時間が30分以上毎に400円
・30分以内の場合は、400円とする
・サービスにかかる移動距離が１㎞毎に20円とする　※ バス等公共交通機関利用は実費

利用会員（年会費は要りません）

主なサービス内容例
入院中の洗濯・買い物　
通院　 院内介助
家事援助（掃除・洗濯・買物・調理等）

江津市に在住または、入院等で江津市に居留し、このサービスを受けようとする方
利用料・交通費（サービスを受ける方の料金）※令和元年６月21日施行
・30分以内　400円【利用者負担300円＋助成金〈注〉100円】
・１ 時 間　800円（30分超～60分以内）【利用者負担600円＋助成金〈注〉200円】

※　１時間を超える場合は、超過した時間が30分以上毎に400円【利用者負担300円＋助成金〈注〉100円】を
加算

　〈注〉助成金（１時間当たり200円）は、江津市社会福祉協議会が予算範囲内で行うものです。
・サービスにかかる移動距離が１㎞毎に20円を負担 　※ バス等公共交通機関利用は実費

８/１　特別養護老人ホーム白寿園
８/25　西部島根医療福祉センター

江津市立江津中学校５名
江津市社協都野津支会５名・済生会ボランティアグループ水仙の会
２名、江津市ボランティアセンターボランティア個人登録者３名、
江津市ジュニアリーダーズ会員２名

参
加
者
紹
介
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江津和光園大学「ふれあい教室」第４回講座

詳しくは、 江津市社会福祉協議会

（TEL 52-2474）へお問い合せください。

（江津市社会福祉協議会）

（江津市社会福祉協議会）

（江津市社会福祉協議会）

（江津市社会福祉協議会・江津市共同募金委員会）

（江津市社会福祉協議会）

経済的な問題や様々な困難に直面している方はご相談ください

10月

11月 12月

主な行事予定

10月１日㈫（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。

日時　10月20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

日時　11月６日㈬　13：30～
会場　江津市総合市民センター　大ホール
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

日時　11月15日㈮　9：30～
会場　江津市総合市民センター２階会議室

日時　12月１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。

日時　10月17日㈭　13：30～
会場　桜江総合センター３階多目的ホール
演題　「山下時子ライブステージ
　　　 ～歌で、心も身体も元気に！楽しみまショー～」
講師　歌手　山下　時子 氏

【相談・支援の流れ】
①まず、困っていることを何でも話してください

※相談内容によっては適切な専門機関へつなげます
※窓口に来られない場合は相談員が訪問します

②自立への計画を立てます
③自立のために一緒に目標に向かって取り組みます

【相談内容の例】
　仕事を探したいけど一人では不安、生活費がない、家計
の管理をどうしたらよいのかわからない、食料がない、住

居を失いそう／失った、家族がひきこもっている、アパー
トの入居保証人がいない、働けなくなり将来が不安
※生活保護受給中の方で、同様のお困りごとがある場合は、

市役所の担当ケースワーカーにご相談ください
【お問い合わせ先】
江津市社会福祉協議会　生活支援相談センター
電話/（52）2474　FAX/（52）2308
Mail/info@gotsu-syakyo.jp

江津健康フェスタ2019出店

令和元年度江津市総合社会福祉大会 令和元年度福祉ふれあいチャリティーバザー

江津和光園大学「ふれあい教室」第３回講座
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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
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（本　 所）

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
嶋　田　孝　之　様（嶋田　延子　様）
桜江町
瀬　尻　敏　樹　様（瀬尻　重藏　様）
帶　刀　昇　三　様（帶刀千代子　様）
可　部　順　二　様（可部　政利　様）
高　原　静　夫　様（高原　春義　様）
山　下　貴　英　様（山下　美沙　様）
浜田市（千田町）
近　藤　美貴子　様（横田　　始　様）
後地町（浅利町）
森　　　隆　一　様（寺敷　花子　様）
渡津町（金田町）
中　野　信　夫　様（中野　信範　様）
広島県（渡津町）
藤　岡　雅　史　様（藤岡　テイ　様）
愛知県（川平町）
坂　根　洋　明　様（坂根　春恵　様）

千田町
小　川　哲　夫　様（小川　安枝　様）
二宮町
小　川　尚　宏　様（小川　敦子　様）
加　戸　利　和　様（加戸コハエ　様）
佐々木　英　文　様（佐々木澄江　様）
敬川町
曽根田　幸　信　様（曽根田昭五郎　様）
都野津町
柿　本　明　彦　様（柿本　　衛　様）
井　上　裕　嗣　様（井上　正人　様）
山　藤　幸　利　様（山藤　政明　様）
嘉久志町
高　橋　　　猛　様（高橋　雪枝　様）
田　中　康　彦　様（田中　常元　様）
江津町
鹿　森　隆　寛　様（鹿森サチ子　様）
反　田　正　博　様（反田多四郎　様）

髙　田　圭　介　様（武田　辰子　様）
夜　陣　和　子　様（夜陣　勝美　様）
田　儀　美奈子　様（田儀　哲子　様）
吉　田　真　司　様（吉田タツ子　様）
松川町
奥　田　克　彦　様（奥田　松司　様）
原　　　保　美　様（原　百合子　様）
渡津町
佐々木　　　一　様（佐々木芳子　様）
今　田　和　美　様（今田　良夫　様）
浅利町
森　　　奈々子　様（森　　眞爾　様）
黒松町
住　田　博　之　様（住田　幸枝　様）
石　井　昌　子　様（石井　良久　様）
波積町
田　儀　孝　保　様（田儀セツ子　様）

●香典返し

●一般寄附金
敬川町　社会福祉法人　敬川保育所　様

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。

※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）

法律相談【弁護士】（要予約）
10/10㈭　13：00～15：00（江津会場）
11/14㈭　13：00～15：00（江津会場）
12/12㈭　13：00～15：00（江津会場）

月曜～金曜９：00～16：00（江津会場）
（祝祭日は除く）

10/15㈫　13 ： 30～15 ： 45（桜江会場）
10/25㈮　９ ： 00～12 ： 00（江津会場）
11/22㈮　９ ： 00～12 ： 00（江津会場）
12/17㈫　９ ： 45～12 ： 00（桜江会場）
12/20㈮　９ ： 00～12 ： 00（江津会場）福祉相談【担当職員】

一般相談【司法書士･民生委員】（要予約）

白血病患者等見舞金のご案内
  白血病等の治療のために骨髄移植を受けた人、また
は受ける予定の人に対して、経費の軽減及び精神的援
助を図るため、見舞金（10万円）を支給します。

【受給資格】
　江津市に住所を有し、住民基本台帳法に基づき住民
基本台帳に記録されている人のうち、次のいずれかに
該当する人。
○骨髄移植を受けた人（ただし、骨髄移植後１年以内

の申請に限る。また、この期間中に死亡した場合も
対象とする。）

○１ヶ月以内に骨髄移植を受ける予定の人（ただし、
申請後、骨髄移植予定日までに死亡した場合も対象
とする。）
※住所要件の基準日は次のとおり
・骨髄移植後に申請する場合は、骨髄移植を受け

た日の１ヶ月前の日
・骨髄移植前に申請する場合は、骨髄移植を受け

る予定の日の１ヶ月前の日
【お問い合わせ】　江津市社会福祉協議会
　　　　　　　　TEL52－2474　FAX52－2308


