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災害ボランティアセンターを開設災害ボランティアセンターを開設
江の川等氾濫による被災市民の生活復興を支援するための江の川等氾濫による被災市民の生活復興を支援するための

ご支援ありがとうございましたご支援ありがとうございました

▶詳細は、本誌２ページに掲載しています。
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　７月13日から14日にかけての大雨による江の川等の氾濫により、市内川越地域をはじめとする江の川流域におい
て床上浸水など甚大な被害が発生しました。
　このため、江津市社会福祉協議会では、７月17日に江津市災害ボランティアセンターの本部およびサテライトを
それぞれ谷住郷地域コミュニティ交流センター、旧川越地域コミュニティ交流センター内に開設し、７月24日まで
延べ８日間、被災された市民の皆様の生活を復興支援するため災害ボランティア活動を行いました。
　今回の災害ボランティアセンター運営は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ボランティアの募集を江
津市民か市内勤務者に限定するとともに、事前予約制とするなどの対応策をとらせていただきました。また、受付
は屋外で行うほか、消毒、検温、健康チェックなどの感染防止対策も行いました。
　活動期間中は、被災者の皆様から寄せられました22件のニーズに対応するため、延べ42名のボランティアの皆様
に、泥出しや被災のため使えなくなった家財道具の搬出などご支援いただき、心配されていた新型コロナウイルス
感染症の発生もなく活動を終えることができました。また、21日には、石見智翠館高等学校スポーツ部（ラグビー部）
生徒66名が、最も被害の大きかった川越地区を訪問し、住民を励ますというボランティア活動もありました。多く
の事業者や団体・個人の皆様から災害ボランティアセンターの運営スタッフとしての協力並びに支援物資、活動資
器材、活動資金の提供など、物心両面にわたりご支援を賜りました。これまでの心温まるご支援ご協力に対しまし
て深く感謝申し上げます。
　引き続き被災市民の皆様の生活相談など生活復興を支援してまいりますので、今後とも一層のお力添えを賜りま
すようお願い申し上げます。

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

ご協力ありがとうございました

※個人情報に配慮し、個人名の掲載は割愛させていただきます（掲載の同意を得ているものは除く）
（敬称略、順不同）

※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。

《ボランティア活動団体》
日本共産党江津市議団／株式会社三維／山陰
合同銀行江津支店／江津青年会議所／江津市
職員労働組合／政友クラブ

《支援物資・資器材の提供又は貸与》
長玄寺仏教婦人会／出雲市総合ボランティアセンター／矢上
フロッグス／（震災がつなぐ全国ネットワーク）中越市民防
災安全士会／災害ボランティア愛知人中国支部／石見曹洞宗
青年会／いずもTogether／ライオンズ国際協会336-D地区
３R１Ｚ江津ライオンズクラブ／ライオンズ国際協会336-D
地区ガバナー澤辰水／ライオンズ国際協会336-D地区２R２
Z出雲中央ライオンズクラブ／出雲青年会議所／日本海信用
金庫江津支店／島根県社会福祉協議会／大田市社会福祉協議
会／吉賀町社会福祉協議会

《運営協力団体》
谷住郷地域コミュニティ交流センター／川越
地域コミュニティ交流センター／川越まちづ
くり協議会／桜江地区民生児童委員協議会／
川戸ボランティア／島根県社会福祉協議会

《寄付金をお寄せいただいた方》
曽田直美【出雲市】

《その他の協力団体》
石見智翠館高等学校

届いた支援物資を仕分けしている様子 石見智翠館高等学校の生徒による激励訪問活動の様子
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「共同募金」のちょっとしたお話

～赤い羽根共同募金はじぶんの町をよくするしくみ～

赤い羽根共同募金運動が
はじまりました！

　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の福祉課題解決に取り組む
福祉団体を支援するため、10月から共同募金運動を展開しています。
　新型コロナウイルス感染予防対策の観点から、一部募金活動を縮小した形で実施していきますので、皆様のご理
解とご協力をよろしくお願いいたします。令和２年度に江津市の皆様からお寄せいただいた募金は、令和３年度実
施予定の江津市の福祉のまちづくりを推進する事業に活用されます。
※詳しくは、本紙と併せて配布されるチラシをご覧ください！

【共同募金の歴史】　～共同募金70年のあゆみから～

　共同募金は、戦後間もない1947年（昭和22年）に市民が主体の民間運動（「国民助け合い運動」）としてスター
トしました。「困ったときはお互い様」の精神で集められた募金は、当初、戦後復興の一助として戦災者や戦
災孤児等を対象とする援護事業に活用されていました。その後、社会情勢の変化とともに、障がい者に関する
こと、児童の健全育成、地域福祉活動など、共同募金の活用される場面が少しずつ拡大し
てきました。現在では、誰もが安心して暮らすことができるよう地域福祉課題に取り組む
団体を応援する運動として取り組まれています。
　「助け合い」「支え合い」の理念は共同募金運動創設から、長い歴史の中で受け継がれて
います。

募金運動期間
一般募金

R2.10.1 ～ 12.31
テーマ募金＊
R3.1.1 ～ 3.31

マスコット犬　インディ・クーリー

＊テーマ募金とは、地域の福祉課題に
取り組もうとする団体が、共同募金
委員会と協働して、解決しようとす
る課題や自らの活動を伝え、共感に
よる募金を呼びかける募金手法です。

こんなチラシです

共同募金の仕組み、募金の活用

の仕方が分かります！

共同募金を通じて、地域の人たちが

みんなで地域の課題解決をしていく

気持ちが高まるといいね。
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受講者を募集しています！（各行事の詳細については別に配布しているチラシをご覧ください）

期　　日　　令和２年10月18日㈰
会　　場　　江津市地場産業振興センター（嘉久志町）３階大会議室
講 演 会　　10：00～11：40（受付９：30～）
　　　　　　「自分らしく生きていきたい
　　　　　　～家族・市民で支える地域の成年後見～」
　　　　　　講師　一般社団法人島根県社会福祉士会　顧問　阪田健嗣氏
相 談 会　　11：50～12：50（希望者のみ。講演会の終了時間により変更になる場合があります。）
　　　　　　※ご予約の方を優先させていただきます
対　　象　　どなたでも参加できます
申　　込　　チラシの下部「参加申込書」または電話、FAX等でお申し込みください。

日 時 等

対　　象　　次のすべての要件を満たす人
　　　　　　①江津市在住の人
　　　　　　②全課程受講可能な見込みの人
　　　　　　③成年後見制度をとおした社会貢献活動に関心のある人
定　　員　　15名
申　　込　　チラシの下部「受講申込書」または電話、FAX等でお申し込みください。
申込期限　　令和２年10月30日㈮

�申込・問合せ先 �　江津市社会福祉協議会
　　　　　　　　〒695-0011江津市江津町1518-1パレットごうつ２階
　　　　　　　　TEL 52-2474　FAX 52-2308

市民で支える成年後見制度講座～市民後見人講座～

成年後見制度普及啓発講演会＆成年後見相談会

期　日 時　間 会　　　　　場
１日目 11/14㈯ 9：00～16：00 パレットごうつ
２日目 11/21㈯ 9：00～16：00 パレットごうつ
３日目 11/28㈯ 9：00～16：15 パレットごうつ
４日目 12/12㈯ 9：00～16：00 パレットごうつ
５日目 12/19㈯ 9：00～15：50 江津市地場産業振興センター

　８月28日㈮、認知症や障がいがあっても地域で安心して暮らすことができる
ようサポートを行う生活支援員と後見支援員で担当ケースがある方を対象にフォ
ローアップ研修会を開催しました。
　今回の研修会では、コロナ禍でも安心して支援活動を行っていくために、江
津市健康医療対策課総括保健師長の坂越順子様より「新型コロナウイルス感染
症の予防」について講義をしていただきました。正しいマスクの着脱方法や手
洗いの仕方などを学びました。その後、参加者と本会職員で活動の意見交換を
行いました。

「権利擁護人材フォローアップ研修会」を
開催しました
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　権利を護る方法の１つとして、『成年後見制度』があります。認知症などにより判断が難しくなった方に、
「成年後見人」という援助者がつくことで、本人が不利益を被らないようにサポートをする制度です。
　成年後見制度についての相談は年々増えています。昨年度は約30件の相談があり、制度の説明や制度利
用についての助言、手続きに必要な書類作成方法の説明などを行っています。そのほかにも、江津市では
成年後見制度に関して、「市長申立て」と「報酬の助成」を行っています。
　「市長申立て」は、成年後見制度の利用手続きをすることができる４親等内の親族が存在しないなどの
理由により、制度が必要であるが使えない方について、市役所が代わりに手続きを行うことです。昨年度
は高齢者と障がい者合わせて８件の市長申立てを行いました。
　次に報酬（費用）に関することですが、成年後見人を専門職にお願いする場合には報酬がかかります。「報
酬の助成」とは、本人の預貯金が少ないなどの理由により、成年後見人が本人から報酬をもらえない状況
にならないように、江津市が成年後見人に対して報酬を助成する制度です。昨年度は５件の報酬助成を行
いました。
　そのほか、家庭裁判所や石見成年後見センター、社会福祉協議会など地域の関係機関と連携しながら、
後見制度の啓発や後見人の担い手の育成にも取り組んでいます。

江津市における成年後見制度の取り組みについて
江津市地域包括支援センター主任

社会福祉士　西谷　真さん

Vol.2

令和2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　令和２年11月６日㈮　13：30～
会　場　パレットごうつ２階ホール
内　容　表彰及び感謝状贈呈　
＊新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から表彰式のみの開
催となります。

＊和光園大学ふれあい講座や福祉
ふれあいチャリティーバザー等
の開催については、新型コロナ
ウイルス感染拡大の今後の状況
をみながら検討し、お知らせす
る予定です。

保育士就職支援セミナー
参加者募集！

　島根県福祉人材センターでは、保育士の資格をお
持ちで、現在は保育士として勤めていない方を対象
に、保育現場への復職に役立つ知識や技術を学び直
す事が出来るセミナーを開催します。
　保育士の楽しさを思い出していただける内容と

なっていますので、ぜひご参加ください！
【日程・申込〆切】
　Ａ日程　令和２年10月13日㈫　〆切　10月２日㈮
　Ｂ日程　令和２年11月27日㈮　〆切　11月17日㈫
　Ｃ日程　令和２年12月７日㈪　〆切　11月27日㈮
【申込・問合せ先】

社会福祉法人島根県社会福祉協議会（島根県福祉
人材センター）☎0852-32-5957

主な行事予定



ご う つ 社 協　第169号（6）令和２年10月１日

令和２年10月1日発行ごうつ 社 協 第169号第169号

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）

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―

神奈川県（嘉久志町）
佐々木　富　雄　様（佐々木サツキ　様）
千葉県（松川町）
大　本　善　正　様（大本貴美惠　様）
千葉県（都野津町）
魚　本　裕　一　様（魚本　一人　様）
松江市（敬川町）
植　田　留美子　様（植田　君子　様）
出雲市（二宮町）
佐々木　浩　一　様（佐々木和明　様）
浜田市（桜江町）
花　田　清　征　様（花田クリヱ　様）
都野津町（跡市町）
吉　村　建　夫　様（吉村　房江　様）
和木町（清見町）
山　﨑　尚　人　様（山﨑　房美　様）
和木町（嘉久志町）
住　田　　　滋　様（住田　晏子　様）
敬川町（嘉久志町）
森　脇　　　輝　様（森脇美登里　様）

波子町
坂　本　　　徹　様（濱田　良夫　様）
二宮町
三　間　豊　司　様（三間　乙松　様）
山　岸　正　徳　様（山岸　賢雄　様）
都野津町
三　国　允　士　様（三国　靖夫　様）
津　島　妙　子　様（今浦登志江　様）
大　﨑　　　亮　様（大﨑　允信　様）
藤　代　昌　希　様（藤代三佐子　様）
和木町
重　田　悦　子　様（重田　慶造　様）
山　本　　　誉　様（山本マツコ　様）
那　賀　弘　美　様（花房　房香　様）
河　行　　　緑　様（河行　宣廣　様）
嘉久志町
二本木　俊　明　様（二本木撫子　様）
江津町
村　川　立　美　様（村川　直子　様）
秋　本　　　保　様（秋本奈々子　様）

江津町
伊　藤　壽　祥　様（伊藤彌重子　様）
松川町
佐々木　末　広　様（佐々木ヨシエ　様）
渡津町
深　野　彰　徳　様（深野三千榮　様）
松　田　紀代子　様（松田　國男　様）
砂　田　恒　美　様（砂田千惠子　様）
都治町
淺　野　美　和　様（淺野　定良　様）
後地町
多　田　正　行　様（多田　勝榮　様）
松　本　真　一　様（松本　勝彦　様）
森　　　忠　朋　様（森　　絢子　様）
桜江町
坂　越　淳　則　様（坂越　辰子　様）
谷　口　明　則　様（谷口ミユキ　様）
佐々木　ヒサヨ　様（佐々木明喜　様）
可　部　英　男　様（可部　敏子　様）

●香典返し寄附金 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（0855）5２－６７１0　FAX（0855）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）
10/８㈭　13：00～15：00（江津会場）
11/12㈭　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）

10/20㈫　13：30～15：45（桜江会場）
10/23㈮　９ ： 00～12 ： 00（江津会場）
11/27㈮　９ ： 00～12 ： 00（江津会場）

福祉相談【担当職員】

一般相談【司法書士･民生委員等】（要予約）

㊟新型コロナウイルスの流行状況によっては、中止や開催方法の変更（電話相談な
ど）を行う場合があります。

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

●一般寄附金 ●一般寄附金（災害義援金）
二宮町　三　間　豊　司　様 出雲市　曽　田　直　美　様


