
　10月１日、セブンイレブン江津和木店前とジュンテン
ドー江津店・キヌヤ二宮店前において、今年度の共同募金
運動の開始を市民の皆様へアピールするとともに、コロナ
禍であっても、じぶんたちの町をよくするための支え合い
の気持ちを絶やさないようにとの思いを込め赤い羽根街頭
募金活動を実施しました。当日は、新型コロナウイルス感
染症予防の観点から、実施時間の短縮、募金ボランティア
の人数を制限するなど、例年とは違うかたちでの実施では
ありましたが、10,529円の心温まる募金が寄せられまし
た。

コロナ
禍でも絶やさない
支え合いの輪

赤い羽根共同募金は、皆さんが住む地域の課題や困りご
とを解決するために活動する団体の活動資金となります。
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～ 福祉意識の高揚を
 目指して ～江津市総合社会福祉大会

おめでとうございます
し ま ね 県 民 福 祉 大 会
各 種 表 彰 伝 達 式

　10月23日（金）　パレットごうつにおいて令和２年度
しまね県民福祉大会各種表彰伝達式を、被表彰者６名
の出席により開催しました。
　今年度の大会は、10月17日（土）松江市において開
催予定でしたが、新型コロナウィルス感染予防の観点か
ら中止となりましたので、江津市内の対象者に対しては
江津市社会福祉協議会会長が代理で伝達いたしました。
　この度の受賞に心からお喜びを申し上げますととも
に今後一層のご活躍をお祈りしています。

★島根県知事感謝
　◦共同募金運動功労者　　　　　 舩　津　純　江（嘉久志町）
　◦民生委員・児童委員功労者　　 森　　　奈々子（浅利町）　

★島根県社会福祉協議会会長表彰
　◦民生委員・児童委員功労者　　 佐々木　康　子（都野津町）　　湯　淺　詔　三（桜江町今田）
　◦永年勤続功労者（民生委員児童委員）
　　和　田　幸　子（千田町）　　中　村　瑲　子（波子町）　　　三　島　悦　廣（嘉久志町）

★島根県社会福祉協議会会長感謝
　◦社会福祉事業協助団体　　　　 しまね子ども読書等推進の会江津支部　

★島根県共同募金会会長表彰
　◦共同募金運動奉仕功労者　　　 井　上　和　子（桜江町川戸）

　令和２年度江津市総合社会福祉大会を、11月６日、32人の参加によりパレットごうつ２階ホールで開催
しました。

　今年度の大会は、新型コロナウィルス感染拡大防止の
観点から、出席者を被表彰者及び主催団体役員等に限定
し、式典（表彰式）だけの開催となりました。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及び団体に感謝状が贈呈されま
した。
　最後に、被表彰者を代表して豊田統夫様が謝辞を述べ
られ閉会となりました。＊表彰者は、３ページに記載しています。
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 江津市総合社会福祉大会会長表彰（１団体・11名） 

１．社会福祉功労者（４名）
　　豊田　統夫 【浜田地区保護司会 理事】（江津町）
　　松茂　義則 【江津市障がい者協会 理事】（黒松町）
　　三上　量子 【江津市社会福祉協議会市山支会 総務部副部長】（桜江町市山）
　　山中　正人 【江津市社会福祉協議会市山支会 組織部長】（桜江町今田）
２．社会福祉施設功労者（１名）
　　相山　一善【社会福祉法人花の村 理事】（後地町）
３．社会福祉功労団体（１団体）
　　和木婦人会（代表　福田市子）
４．老人福祉功労者（６名）
　　渡　津　嘉戸万寿会　井上　　裕 （渡津町） 　渡　津　嘉戸万寿会　井上富士雄 （渡津町）
　　渡　津　岩貝万寿会　河村　公隆 （渡津町） 　川　戸　小田友和会　中西　兼子 （桜江町小田）
　　川　戸　小田友和会　村井　陽子 （桜江町小田） 　谷住郷　すみえ福寿会　本原　邦人 （桜江町谷住郷）

 江津市社会福祉大会会長感謝状贈呈（３団体・５名）

江津市美容師組合有志（代表　盆子原友文）　　川平遊友くらぶ（代表　島津直子）
音訳ボランティアひびきの会（代表　西谷廣子）
長田　健二（浜田市浅井町）　　　　　　　　　金田　直子 （都野津町）
金田　健男【嘉久志子ども見守り隊】（嘉久志町）　　
田中　安江【済生会ボランティアグループ水仙の会】（嘉久志町）
松岡　拓子【済生会ボランティアグループ水仙の会】（浜田市生湯町）

　コロナ禍において、地域でのサロン活動などが実施しづらい
中で、「ご近所同士のつながりや支え合いがなぜ必要とされて
いるのか」について、地域住民の皆さんが「気づき、考えを深
められるようにする」等を内容とした「ふくしの学び合い研修会」を開催しました。

（主催　江津市社会福祉協議会市山支会・都野津支会・江津市社会福祉協議会 等）
　また、普段の暮らしの中で、ご近所同士のつながりの必要性に関するアンケート調査を実施し、参加者全
員が「ご近所同士のつながりや支え合い」は大切だとの回答があり、有意義な研修会となりました。

【開催日・会場】10月7日・市山地域コミュニティ交流センター
【参　加　者】地域住民等３２人
【内　　　容】講演「コロナ禍で考える。つながりの大切さ」
　　　　　　 〜「だけど」と「なので」…アナタは、どっち？〜

　　　　　講師　ご近所クリエイション　酒井　保 氏

コロナ禍だからこそ「ご近所同士のつながりや支え合い」の大切さ

ふくしの学び合い研修会市山・都野津 
地域

ご近所同士のつながりに必要なもの
（アンケートの回答から）

声掛け（挨拶）、お裾分け、
お茶のみ、一緒に買い物　等
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　10月26日（月）に江津中央公園多目的広場を会場として、江津市老
人クラブ連合会主催によるグラウンドゴルフ大会が開催されました。こ
の大会は、健康づくり・仲間づくり・生きがいづくり促進の一助となる
ことを期待して開催されたもので、老人クラブ会員76名が参加し、他
地域の会員とも交流しながら楽しくプレーしました。競技は８ホールを
２ラウンド行い、優勝は横田耕右さん（敬川同尚会）、準優勝は砂田要さ
ん（長田万寿会）、３位は小笠原弘さん（渡田喜楽会）という結果でした。
　また今年の活動は、新型コロナウイルスによりすべてが中止になり

ましたが、「３密」、
「感染防止」に努め
ながら特別な楽しい
大会となりました。
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様々な活動を行って
いますので、是非老人クラブにご加入ください。

江津中学校 〜高齢者疑似体験〜
10/15〜16（2日間）福祉の心を育んで

　江津中学校２年生78人が、高齢者疑似体験を行うため、江津市ボランティアセンターの職員が講
師として参加いたしました。

　生徒の皆さんには、高齢者疑似体験の中から、高齢者の日常生活における不自由さや不便さを様々
な観点で気づいていただきました。また、日常生活で困ったときは、「助けて！」と周囲の人に自ら
言えるように助け合い、支え合いの必要性も学んでいただきました。自分たちも将来高齢者になるこ
とに向き合い、誰もが安心して地域で暮らせるまちづくりについて、自分たちができることをみんな
で考えるきっかけになりました。

当ボランティアセンターで活動される高齢者から、地域の人との会話やボ
ランティア活動の参加は、日々健康で元気に過ごすために必要なことなど
を、自身の経験から話されました。

グラウンドゴルフ大会
令和２年度 江津市老人クラブ連合会

優勝　敬川同尚会　横田耕右さん

ホールインワン競争

大会風景

目がかすんで
見えにくいね
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10月18日（日）江津市地場産業振興センターにおいて、石見
成年後見センターとの共催による講演会・相談会を開催し、34
名の方が来場されました。

講演は「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〜」と題し、一般社団法人島根県社会福祉士会顧問の
阪田健嗣さんにご講演いただきました。成年後見制度は、判断能
力が不十分な方の権利や利益を守り、その人が望んでいる生活を
送ることを法律的に支援する制度です。成年後見人の担い手とし
ては、これまで家族や弁護士等の専門職が担ってきていましたが、
地域の支え合いとしての市民後見人への期待が高まっていること
など説明がありました。

また、講演会終了後は、石見成年後見センター会員の方々によ
る相談会を行い、今後成年後見制度の利用を考えておられる方や、
現在親族の後見人になっている方からの相談にアドバイスをして
いただきました。

参加者の皆様から
は大変好評で、今後、
判断能力が不十分な
方を支援する活動に
参加したいという方
も多数おられました。

　2000年４月の成年後見制度施行を受け、浜田市・江津市の弁護士、司法書士、社会福祉士が中心とな
り準備を始め、2002年に石見成年後見センターが誕生しました。現在は弁護士、司法書士、社会福祉士、
行政書士合わせ46名と７法人（弁護士法人、社会福祉協議会など）、江津市・浜田市・邑南町・美郷町の
４つの自治体が会員となり、毎月１回、定例会を開催しています。定例会では自治体から認知症や障がい
があるために地域生活での困難さを抱えるケースについて、成年後見制度の活用が必要かの協議、生活課
題の解決に向けた検討、成年後見人等候補者の推薦を会員の中から行うなどの役割を担っています。
　また、定例会以外には松江家庭裁判所との連絡協議会の調整や開催、社会福祉協議会が実施する市民後
見人（法人後見支援員）養成研修への講師派遣、相談会なども共催で行っています。
　今後の活動の展望としては、2016年に成年後見制度がまだ十分に利用されていない現状を鑑み、成年後
見制度利用促進法が施行されました。より身近に成年後見制度が浸透し、活用されるために、各市町村が
成年後見制度などの権利擁護事業に関して、専門職による専門相談や地域の連携ネットワークのコーディ
ネートを担う中核機関の設置も2021年度末までに進められている状況があり、自治体主体で進める中核
機関の設置運営についても、より一層の協力関係を築き、市民の皆様が安心して、いつまでも地域で暮ら
せるよう取り組みを進めていきます。

石見成年後見センターの役割について
石見成年後見センター　事務局
社会福祉士　齊藤　建さん

Vol.3

成年後見制度普及啓発講演会
＆ 成年後見相談会

講演会資料より抜粋
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生活福祉資金（教育支援資金）
のご案内

―地域福祉のために大切に
　　　活用させていただきます―

井　下　大　作 様（井下　善文 様）
井　上　和　子 様（井上　信治 様）
大　野　　　航 様（大野　　晃 様）
出雲市 (後地町）
佐　藤　栄里奈 様（佐藤百合子 様）
広島市 (嘉久志町）
柿　林　康　宏 様（柿林　晋爾 様）
広島市 (二宮町）
今　井　謙　次 様（今井　靜子 様）
大阪府（浅利町）
玄　羽　忠　巳 様（玄羽マスヱ 様）
東京都 (嘉久志町）
清　水　恭　子 様（井廻　武男 様）

跡市町
川　上　　　豊 様（川上　静雄 様）
二宮町
松　屋　宏　子 様（松屋　定義 様）
敬川町
深　野　豊　美 様（深野　順二 様）
和木町
小　田　貞　美 様（小田昭二郎 様）
嘉久志町
村　尾　佳　恵 様（村尾　　勉 様）
近　重　悦　子 様（近重　信也 様）
渡津町
室　住　喜代子 様（室住ユキヱ 様）
松　本　フ　サ 様（松本　俊雄 様）

浅利町
北　浦　　　透 様（北浦　　博 様）
後地町
青　木　　　弘 様（青木　一眞 様）
波積町
村　川　　　昇 様（中家千惠子 様）
桜江町
中　村　　　譲 様（中村チヅコ 様）
横　田　正　樹 様（横田多賀雄 様）
志　谷　俊　平 様（志谷　道子 様）
松　田　兼　雄 様（松田　美枝 様）
大　住　誠　司 様（大住　京子 様）
服　部　孝　夫 様（服部マチエ 様）
寺　坂　　　薫 様（寺坂ミヤ子 様）

●香典返し寄附金

ご寄附ありがとうございました
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

桜江町　井上　和子 様●一般寄附金 松江市　松江葵ライオンズクラブ 様●一般寄附金（災害支援金）

福祉ふれあい チャリティーバザー
 中止  のお知らせ

　今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止の為
中止となりました。何卒ご理解いただきますよう 
お願いいたします。

【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）
12/10㈭　13：00～15：00（江津会場）
１/14㈭　13：00～15：00（江津会場）

12/15㈫　9：45～12：00（桜江会場）
12/25㈮　9：00～12：00（江津会場）
１/22㈮　9：00～12：00（江津会場）

一般相談【司法書士 ･民生委員等】
（要予約）

月曜～金曜（祝日は除く）
９：00～16：00（江津会場）

福祉相談【担当職員】

【対象世帯】
①他の貸付制度＊の貸付が受けられなかった世帯
　＊日本学生支援機構、島根県育英会、母子父子寡婦福祉資金制度

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
　 尚、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】
（1）教育支援費 

▲

高等学校（専修学校高等課程を含む） 月額35,000円以内
　　　　　　　 

▲

高等専門学校 月額60,000円以内
　　　　　　　 

▲

短期大学（専修学校高等課程を含む） 月額60,000円以内
　　　　　　　 

▲

大学 月額65,000円以内
（2）就学支度費　500,000円以内
【貸付利子】 無利子　 【返済猶予期間】 卒業後6か月
【返済期間】 20年以内
【借入れに関する相談】
民生委員もしくは江津市社会福祉協議会（☎52－2474）

生活・仕事・お金などでお困りの人へ
　様々な事情により、生活に困っている人に
専門の支援員が相談に応じます。
【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
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