
11年の間、皆様にご協力いただき

ありがとうございました。

 インディ２号

　10月から赤い羽根共同募金運動がスタートしました。初日となる10月１日には
市役所玄関前を会場に、山下修江津市長、小林克乃共同募金委員会会長をはじめ
多くの福祉関係者が参集し、開会セレモニーを開催しました。その後、街頭募金
活動を実施し、市民の皆様へ共同募金運動の開始をPRしました。当日は65,004円
の心温まる募金が寄せられました。
　また、初日以外にも下記記載のイベント会場等で共同募金への理解を深めてい
ただけるよう様々な活動を展開いたしました。

赤い羽根共同募金PR活動（江津市共同募金委員会主催）
10月20日　健康フェスタ2019会場（済生会江津総合病院）内
10月27日　道の駅サンピコごうつ・舞乃市周辺
11月 3日　桜江神楽共演大会会場内　　11月10日　桜江いきいきまつり会場内
11月17日　江津秋まつり会場内

赤い羽根街頭募金活動

共同募金協力犬を引退します

やさしい気持ちをさ
ありがとう

年の間、皆様にご協力いただき
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〒699-4226 江津市桜江町川戸11番地1
TEL（0855）92-1450　FAX（0855）92-0205
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日野ボランティア・ネットワーク山下弘彦氏による講義 災害ボランティアセンター運営訓練（ロールプレイ）

江津和光園大学「ふれあい教室」
～歌で 心も身体も元気に！～

　10月17日（木）、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・教養を高めていただ
くことを目的に「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等約130
名が集いました。今回の講座は、江津市出身の歌手 山下時子（やました・ときこ）様を講師に「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～」と題してのショーとなりました。歌はもちろん、体操
や発声・呼吸法に関するお話など、盛り沢山な講座は受講者に大変喜ばれ、多くの笑顔が溢れる有意義なひととき
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。

10月18日（金）浜田市総合福祉センターにおいて、島根県社会福祉協議会と浜田市社会福祉協議会の共催によ
り「災害ボランティアセンター運営支援者養成講座」が開催され、江津市からも地域コミュニティ交流センター・
社協地区支会・江津市社会福祉法人連絡会の関係者９名が参加しました。
災害ボランティアセンターの運営については、人員数や土地勘、地域住民・組織との連携などを考えると、社会
福祉協議会の職員だけで担えるものではなく、多くの住民や関係機関・団体の参加が必要となります。
そこで、この講座では住民や関係機関・団体参加型の災害ボランティアセンター運営の視点を学習・体験しまし
た。午後からの講座では、浜田市で水害が発生した想定で災害ボランティアセンター設置・運営訓練を行い、ボラ
ンティア役、被災者役の迫真の演技や、講師が仕掛けるトラップ（罠）にスタッフ役は大混乱となりました。参加
者からは「年数回開催してほしい」「課題がたくさん見つかって良かった」など概ね好評の意見が寄せられ、運営
支援者としての資質向上を図る良い研修となりました。

「災害ボランティアセンター運営支援者養成講座」
が開催されました
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★島根県知事感謝
　●共同募金運動功労者 有　田　康　人（渡津町）
　●民生委員・児童委員功労者 大　坂　英　晃（敬川町） 宇津井　芳　昭（有福温泉町）
　●ボランティア活動等共助団体 点訳ボランティア「窓の会」
★島根県社会福祉協議会会長表彰
　●民生委員・児童委員功労者 寺　本　　　昭（桜江町小田） 三　浦　紗枝子（桜江町川越）
　●永年勤続功労者（民生委員児童委員） 舩　津　純　江（嘉久志町）
　　　　　　　　 　（施　設） 大　野　裕　子（ヘルパーセンタ－白寿園）
 佐々木　万里子（特別養護老人ホーム白寿園）

★島根県社会福祉協議会会長感謝
　●社会福祉事業協助団体 嘉久志子どもを見守る会
★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（15名）
　　和﨑　悦子、横田　秀史、河村　雅信、千代延ミチヱ、鹿森偉左雄、坂口　憲治、南口イワ子　安永　光子、
　　小林　慎宣、小山　政子、本田美季恵、今井百合子、　大崎　慎吾、小笠原礼子　松島　正信
★島根県児童入所施設協議会会長表彰
　●永年勤続功労者（４名）
　　西部島根医療福祉センター　森脇多恵子、花田　素子、横田恵美子、井塚　順子

９月21日（土）　島根県民会館において令和元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た方々に、表彰及び感謝状が贈呈さ
れました。
第２部の講演では、『 地域活性化の決めてはこれだ！「ご近所の底力・取材活動から」 』と題して、フリー
キャスターの堀尾正明氏を講師とし、現場の取材活動を通して得られた事例などを軽快な話術で話され、
参加者一同は、これからのご近所福祉の良いヒントを聞くことができ、有意義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。

９月21日（土）　島根県民会館において令和元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
～しまね県民福祉大会～

参加された皆さん 堀尾正明氏の講演の様子

おめでとうございます
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江津市総合社会福祉大会

◆ 江津市総合社会福祉大会会長表彰（31名）
１．社会福祉功労者（５名）

三　上　良　紀【浜田地区保護司会 理事】（桜江町市山）
岡　田　百合子【江津市障がい者協会 理事】（江津町）
矢　田　久美子【江津市障がい者協会 代議員】（桜江町大貫）
川　﨑　聰　子【元江津市社会福祉協議会谷住郷支会 副会長】（桜江町谷住郷）
黒　川　滋　子【江津市更生保護女性会 代議員】（江津町）

２．民生委員児童委員功労者（15名）
和　﨑　悦　子【有 福 支 部】（有福温泉町） 横　田　秀　史【有 福 支 部】（有福温泉町）
河　村　雅　信【跡 市 支 部】（跡市町） 千代延　ミチヱ【敬 川 支 部】（敬川町）
鹿　森　偉左雄【二 宮 支 部】（二宮町） 坂　口　憲　治【二 宮 支 部】（二宮町）
南　口　イワ子【都野津支部】（都野津町） 安　永　光　子【都野津支部】（都野津町）
小　林　慎　宣【嘉久志支部】（嘉久志町） 小　山　政　子【松 川 支 部】（松川町）
本　田　美季恵【松 川 支 部】（松川町） 今　井　百合子【都 治 支 部】（都治町）
大　崎　慎　吾【長 谷 支 部】（桜江町八戸） 小笠原　礼　子【川 戸 支 部】（桜江町川戸）
松　島　正　信【谷住郷支部】（桜江町谷住郷）

３．老人福祉功労者（11名）
敬　川　同尚初霜会　桐田　基之（敬川町） 和　木　老　陽　会　佐々木利子（和木町）
渡　津　渡津万寿会　森田フサコ（渡津町） 渡　津　渡津万寿会　藤田　禮子（渡津町）
渡　津　嘉戸万寿会　林　登美子（渡津町） 浅　利　第一高風会　笠藤　充宏（浅利町）
長　谷　長谷実年親友会　工村　節子（桜江町長谷） 長　谷　八戸老人クラブ　湯淺　　悟（桜江町八戸）
市　山　江尾新和会　藤田イソノ（桜江町江尾） 谷住郷　すみえ福寿会　森岡美佐子（桜江町谷住郷）
川　越　渡田喜楽会　坂根　清子（桜江町川越）

令和元年度江津市総合社会福祉大会を、11月６日、江津市総合市民セ
ンターで開催し、約350人の市民・福祉関係者に参加して頂きました。
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、地域福祉活動実践発表を２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

ま　ち
津づくり」を目指すことを、参加者全員が強く誓いました。

福祉意識の高揚を目指して
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◆ 江津市社会福祉大会会長感謝状贈呈（１団体・５名）
済生会ボランティアグループ水仙の会（代表　髙橋百合子）
鳥　井　　　守【嘉久志子ども見守り隊】（嘉久志町）
崎　間　恭　子【特別養護老人ホーム白寿園】（都野津町）
柴　田　香代子【済生会ボランティアグループ水仙の会】（嘉久志町）
加　島　和　子【済生会ボランティアグループ水仙の会】（嘉久志町）
倉賀野　シズヱ【済生会ボランティアグループ水仙の会】（都野津町）

★ 地域福祉活動実践発表 ★

★ 少年の主張江津市大会出場者意見発表 ★

『 子どもたちと一緒に取り組むまちづくり』
嘉久志まちづくり推進協議会

事務局長　堤　正博 氏

江東中学校２年　志
し

窪
くぼ

　萠
もえ

 さん

桜江中学校３年　矢
や

萩
はぎ

　勝
しょう

希
き

 さん

青陵中学校３年　岡
おか

田
だ

　夏
なつ

海
み

 さん

江津中学校３年　小
お

川
がわ

　実
み

憂
ゆ

 さん

『 赤ちゃん登校日について』
特定非営利活動法人ちゃいるどりーむ

理事　牛尾　雅弘 氏

司会者： 石見智翠館高等学校
放送部のお二人
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総合交流スポーツ大会（江津市老人クラブ連合会 主催）
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」が令和元年９
月26日（木）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、渡津小学校（１・２・３年生）児童など
約350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、参加する楽しみと人とふれあう喜
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）

「本町ボランティア会」（以下、当会という。）において、公益
財団法人みずほ教育福祉財団（以下、財団という。）「第36回老
後を豊かにするボランティア活動資金」（2019）へ助成申請を行っ
た結果、投影機器の取得が承認され、有効に活用されています。
本助成事業の趣旨は、高齢者を主な対象として活動するボラ
ンティアグループ及び地域共生社会の実現につながる活動を
行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、活動に
おいて継続的に使用する用具・機器等の取得資金を助成すると
なっています。

当会では、社協本町支会と連携して地域の在宅高齢者を対象とした「ふれあいサロン」「にこにこ給食」等の事
業を実施しています。様々な講師を招いての活動や講話（健康・防災・歴史等）の際に投影機器（パワーポイント・
プロジェクター）を使用する機会が増えており、この度江津市社会福祉協議会からの推薦をうけ、財団に助成申請
を行った結果、決定通知を受けて無事に整備することができました。活動の主会場である「江津本町甍街道交流館」
へ常設し、高齢者を対象としたレクリエーション活動や介護予防事業等に活用することにより、地域や在宅で過ご
す元気な高齢者が増えることに繋がれば事業の本来の趣旨に適うことになります。

◎ 江津市社会福祉協議会では、こうした民間資金等の活用促進を通じて地域での支え合いの輪が広がることを応援
しています。

民間資金の活用事例
～みずほ教育福祉財団から助成を受けました～
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10月20日（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2019」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「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。

健康をテーマにふれあい体験・【江津健康フェスタ 2019】

◆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、母子父子寡婦福祉資
金貸付制度等の貸付が受けられなかった方

　② 現在他の資金の貸付の申込みをしているが、学費等納入
期日までに決定が間に合わない方

　③ 他の資金の貸付が決定しているがなお資金が必要な方
　④ 他の資金の貸付が決定しているが、その資金が貸与され
る前に必要となる資金の確保が困難である方

　　 なお、他の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資金の貸付の申込をしてい
ただきます。

◆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
　　　　　　　　（☎52-2474）にご相談ください。

経済的な問題や様々な困難に
直面している方はご相談ください
【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

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

【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
　☎ 52-2474　℻ 52-2308
　  info@gotsu-syakyo.jp

※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

※ 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

【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、住居を失いそう／失った、食料がない、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

生活福祉資金（教育支援資金）のご案内

7



―地域福祉のために大切に活用させていただきます―

浅利町
飯　田　真　澄 様（飯田　友惠 様）
桜江町
大　石　孝　幸 様（大石　逸雄 様）
千　代　延　俊 様（千代延昌司 様）
広島県（松川町）
平　松　宗　央 様（平松　義香 様）
二宮町（嘉久志町）
服　部　由　美 様（今岡　勝美 様）
敬川町（川平町）
光　永　　　茂 様（光永　愛子 様）
嘉久志町（大田市）
福　冨　由希子 様（福冨　洋一 様）

跡市町
小　川　勝　則 様（小川冨美子 様）
千田町
佐々木　　　博 様（佐々木あけみ 様）
二宮町
大　屋　康　政 様（大屋カズヨ 様）
敬川町
平　下　千　里 様（小林　一三 様）
都野津町
斉　藤　藤一郎 様（斉藤　輝子 様）
今　﨑　朝　成 様（今﨑　為幸 様）
和木町
井　口　博　子 様（井口　信正 様）

嘉久志町
佐々木　一　夫 様（佐々木スミカ 様）
澁　谷　律　子 様（安本　イチ 様）
山　根　重　子 様（山根喜代春 様）
三　原　悦　子 様（三原キクヨ 様）
江津町
大　賀　健　而 様（大賀　静代 様）
青　笹　栄　子 様（青笹　昌也 様）
松川町
二本木　俊　二 様（二本木セツ子 様）
渡津町
長　谷　勝　敏 様（長谷　嘉久 様）
佐々木　康　子 様（佐々木リサヨ 様）

●香典返し寄附金

ご寄附ありがとうございました

令和元年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

第８回 江津市共同募金チャリティー余芸大会
～みんなで広げよう　福祉の輪～

と　き　令和２年１月11日（土）12：00～
 ※開始時刻は多少前後することがあります。
ところ　江津市総合市民センター　ミルキーウェイホール
入場券　前売券500円（当日券600円）
　　　　高校生以下、無料

【問い合わせ】　江津市共同募金委員会Tel 52-2474

と　き　12月１日（日）９：30 ～
ところ　江津市総合市民センター
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
※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。

✿バザーおよび余芸大会の収益金は赤い羽根共同募金へ寄付させていただきます。

問い合わせ先　江津市社会福祉協議会　Tel 52-2474

【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)
12/17（火）　 9：45～12：00（桜江会場）
12/20（金）　 9：00～12：00（江津会場）
 1/24（金）　 9：00～12：00（江津会場）
 2/18（火）　13：30～15：45（桜江会場）
 2/28（金）　 9：00～12：00（江津会場）

法律相談【弁護士】(要予約)
12/12（木）　13：00～15：00（江津会場）
 1/ 9（木）　13：00～15：00（江津会場）
 2/13（木）　13：00～15：00（江津会場）

※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。

波子町 　石見歌謡連盟　代表　中村輝昭 様●一般寄附金

福祉ふれあい

チャリテ
ィーバザーを開催します！

メイン会場の他にも喫茶コーナー、出店等もあります。

マスコット犬クーリーちゃんも皆様をお出迎えしますので、

ぜひご来場ください♪

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）


