
　12月24日、社協地区支会長、民
生委員、ボランティア約200名の
協力のもと、市内の80歳以上の一
人暮らし世帯・夫婦世帯1,032世
帯に見舞品をお届けし、安心して
お元気に新年を迎えていただくた
め声かけ訪問事業を実施しました。
　当日は訪問世帯を代表して千田
町の横田順子さん（88歳）へ、江
津市祉協黒川会長及び社協地区
支会長、民生委員、ボランティア
も同行し、見舞品が手渡されまし
た。社協マスコット犬「インディ・
クーリー」も加わり賑やかな訪問
となりました。

↑　お届けした見舞品
�（江津警察署からの特殊詐欺注意の呼び
　かけも同時に行いました。）
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笑顔で迎えるお正月！



ご家庭や事業所等に眠っている “食品”を大募集！！
「フードバンク活動にご協力ください」

〈 受　付　時 〉

〈 受 付 場 所 〉

〈 ご 寄 付 の 協 力 を い た だ き た い 食 品  〉

令和３年２月１日（月）〜２月26日（金）　土・日・祝日は除く
午前８：30〜午後５：15 まで（＊時間外は事前にご相談ください）

江津市社会福祉協議会
① 本　　　所　・・・　江津町1518-１　パレットごうつ　２階
② 桜江連絡所　・・・　桜江町川戸11-１　桜江総合センター３階

①　インスタント・レトルト食品	 ④　缶詰・瓶詰
②　乾麺	 ⑤　贈答品の余り（海苔など）
③　粉末食品	（スープ、みそ汁、	 ⑥　調味料（麺つゆ、白だし
　　　　　　　　　　お茶漬けの素など）	 　　うどんだし、塩、醤油など）

特にインスタント・レトルト
食品が重宝します

※ご注意いただきたい点※
★賞味期限が明記されており、１ヶ月以上あるもの	 ★	破損で中身が出ていないもの
★未開封のもの	 ★	常温保存可能なもの	

◇問い合わせ先◇ 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

～ フードバンク活動 ～
　桜江町川戸の西教寺「はちすの会」の皆さんが、フードバンク活
動の趣旨に賛同し、家庭で食べきれなくて余っている食品や寺院へ
のお供え物を集めて、10月27日と12月４日に届けていただきました。
（右の写真は10月27日の時）
　江津市社協では、皆様からのご厚意により寄せられた食品を、生
活に困っているご家庭に提供し、支援を行っています。特に今年度
はコロナ禍の影響を受ける方からの相談が増えていることと、「はち
すの会」等の団体から多くの食品提供があったことから、年末年始
の支援策として16世帯へ食品を届けました。
　２月には下記のとおり個人・団体・事業所等から広く食品を募集
しています。１品から受け付けていますので、是非ご協力いただき
ますようお願いいたします。

Q.　「フードバンク活動」って何？

A.　	ご家庭などに眠っている食品を寄贈していただき、生活に困って
いる人に無償で提供する助け合い活動です。

“助け合い”“支え合い”の気持ちを届けたい
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住居確保給付金のご案内
　離職・廃業・休業等により収入が減少し、住居を失った人又は失うおそれのある人を対象として、就職の
支援とともに、３カ月間〔延長は２回まで最長９か月間（※）〕の家賃（管理費、共益費等は除く）の全部又
は一部を支給します。（※）令和２年度中の新規申請者については、延長は３回まで最長12か月間まで可能

【主な対象要件】
・�主たる生計維持者が離職・廃業後２年以内であ
る場合、もしくは個人の責任・都合によらず給
与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減
少している場合
・�直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均
等割が非課税となる額の１/12と、家賃（但し、
上限あり）の合計額を超えていないこと
・�現在の世帯の預貯金合計額が江津市で定める額
を超えていないこと
・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

【問い合わせ先】
　感染防止のため、まずはお電話でご相談ください。
また、ホームページ
（https://gotsu-syakyo.jp/）
から詳細を確認することもでき
ます。

江津市社会福祉協議会
（生活支援相談センター）
◎相談専用電話　080－8231－1856
◎受付時間　　土・日・祝日を除く
　　　　　　　平日９：00〜16：00

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で、生活資金でお悩みの方に向けた緊急小口資金等
の特例貸付を実施しています。
この度、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」により、 令和３年3月末まで 受付期
間が延長されました。

特例貸付に関する詳細は、QRコードを読み取っていただくか、江津市社会福祉協議会
のホームページから確認できます。
【問い合わせ先】
�　感染防止のため、まずはお電話でご相談ください。
　江津市社会福祉協議会
　◎特例貸付相談専用電話　①080-8231-1131　②080-8231-1561
　◎受付時間：土・日・祝日を除く平日９：00〜16：00

緊急小口資金 総合支援資金

対象世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸
付を必要とする世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、収入の減少や失業等により、生活
に困窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯

貸付上限額 10万円以内
（※特別な場合20万円以内）

（二人以上）20万円以内
（単身）�　　10万円以内

※貸付期間：３か月間以内
据置期間 １年（12か月）以内
償還期間 ２年（24か月）以内 10年（120か月）以内

貸付利子・保証人 無利子・不要

　今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除す
ることができることとしています。

受付期間が延長されました！
新型コロナウイルス感染症特例貸付
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赤い羽根共同募金に参加協力の
学校（児童会・生徒会）をご紹介

江津市社会福祉協議会事務所内で行われた百貨
店プロジェクトの覚書調印式の様子
写真右：やじん商店（竹内裕子�代表）
写真左：島根県共同募金会（今岡�充�常務理事）

　県内の生命保険会社で構成された（一社）生命保険
協会島根県協会（以下、生保協会）から福祉巡回車
（軽自動車　スズキアルトバン�１台）を寄贈いただき
ました。寄贈式は、11月12日（木）生保協会、島根県
社協、江津市社協の出席のもと、松江市のいきいきプ
ラザ島根で行われ、徳山秀秋生保協会会長から黒川聰
江津市社協会長に対し、車両が贈呈されました。
　江津市社協では、車両不足に悩んでいた折に、大変
ありがたい寄贈で、これから有効に活用させていただ
き、地域福祉の推進に努めてまいります。
　ありがとうございました。

福祉巡回車を
ご寄贈いただきました

　江津市共同募金委員会は、子どもたちが福祉を学ぶための福祉教育の一環として、市内
の小・中学校や高等学校の児童会、生徒会に共同募金活動への参加を呼び掛け、共同募金（学校募金）に
参加協力していただきました。
　江津市で集められた共同募金の約７割は、翌年度に
予定されている江津市の地域福祉を推進する活動に役
立てられます。
（例）�小・中学校の児童や生徒の福祉教育の推進及び福

祉図書の整備を支援する事業など
　また、約３割は、島根県全体の福祉活動に活かされ
ています。一人ひとりの力は小さくても、みんなで
「赤い羽根共同募金」活動に参加すれば、社会に欠か
すことのできない福祉を充実させるための大きな力になることに気づいていただければ幸いです。

　赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」は、企業や事業所
等による共同募金寄付つき商品・企画です。
　（売上げの一部を共同募金に寄付されます）
【企業や事業所等の主なメリット】
　社会貢献活動を通じた売上げ増、販路拡大、広報力アップ、ブラ
ンド・知名度の向上等）があります。
　今回、やじん商店（江津町）が募金百貨店プロジェクトに登録さ
れたことにより、江津市の登録件数は２件になりました。

赤い羽根共同募金「募金百貨店」に、“やじん商店”が登録されました！
� =�12月10日、覚書調印式を実施�=
＊みかん箱（10㎏）、１箱につき100円を江津市共同募金委員会へ寄付をされます。
� 冬期限定（12月から１月末まで）

　赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」は、各企業・事業所に見合った寄付つき
商品・企画が可能です。詳細は、江津市共同募金委員会（江津市社会福祉協議会内・電話
52 - 2474）までお問い合わせください。

【学校募金実績額】142,561円（令和2年12月24日現在）
参加協力いただきました学校（児童会・生徒会）
・川波小学校児童会　　・津宮小学校児童会
・高角小学校児童会　　・郷田小学校児童会
・渡津小学校児童会　　・江津東小学校児童会
・桜江小学校児童会　　・青陵中学校生徒会
・江津中学校生徒会　　・江東中学校生徒会
・桜江中学校生徒会　　・江津清和養護学校
・石見智翠館高等学校生徒会　　　　（順不同敬称略）
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令和元年度共同募金「法人募金」にご協力を
ありがとうございました
【法人募金実績額：1,147,870円】

　令和2年12月24日までの法人募金実績額および法人募金にご協力いただきました事業所等（順不同敬
称略）を掲載いたします。
※　�寄付金ネット決済システム（クレジットカード、コンビニエンスストア等の寄付）から、共同募金
に寄付をされました事業所等の皆さまにおかれましては、寄付金ネット決済システムより寄付の確
認次第、順次掲載させていただきますことをご了承ください。

【５万円以上】
　・㈱原工務所・今井産業㈱
【３万円以上】
　・江津市医師会・日本製紙㈱江津工場・永井建設㈱・㈱中央
【２万円以上】
　・江津土建㈱・㈱木村窯業所
【１万円以上】
　・浅利観光㈱・日興建材㈲・内田民生司法書士事務所・㈱瓢屋島根事業所・山川産業㈱島根工場・㈲小川産業
　・社会福祉法人花の村・㈲ふるさと支援センターめぐみ・㈲浅野建設・都治林材産業㈲・㈲サンユウ・㈱ダサイ
　・トップ金属工業㈱・第一稀元素化学工業㈱・㈲ゴウツクロージング・日本海信用金庫江津支店・㈲鹿取建材
　・㈲島根環境保全センター・㈲もりでん・㈱JA江津葬祭会館・寺下工務店㈲・㈲石田自動車商会
　・㈱しちだ教育研究所・㈲渡辺酒店・㈱三維・㈲吉田海事・照喜名鉄工㈱・山原商店・西谷鉄工所
　・㈱ウェル･コム・学校法人江の川学園・㈲石田工務店・㈲アイネット・㈱永井運送・イワミ工業㈱
　・太陽ケーブルテック㈱・社会福祉法人明蓮会（認定こども園のぞみ保育園）・西戸崎興産㈱島根事業所
　・浜松建設㈱・本藤･坂根司法書士合同事務所・㈲後山工務店・應儀医院・森下建設㈱・㈲住江建設
　・㈲スプラウト島根
【５千円以上】
　・㈱ツチヨシ産業江津工場・㈲浅利タクシー・ダスキン江川・宮脇グレイズ島根㈱・石州嶋田窯㈲
　・㈱高畑モータース・㈱花田運送・㈱岡田建設・㈲田中工務所・㈱元重製陶所・島根県農協江津支店
　・cafe�桜co..・㈲服部工業・㈲パレス和光・㈲よろこぼう屋・江津水道工事㈲・㈲中央
　・㈱オメガ保険企画・セブンイレブン江津和木店・㈲スミタ工芸社・㈲武田石油店・㈲泉文盛堂・㈲江津塗装
　・イワタニ島根㈱江津支店・㈱江津機工・社会福祉法人いわみ福祉会ミレ青山・㈲井上建材店
　・江津コンクリート工業㈱・グループホームひのき・㈲中原建材・木原司法書士事務所・エディオン昭和電器
　・㈲南原ホンダ・佐々木時計店・トップソーイング㈱・㈲中田屋・㈱サカエ・社会福祉法人いわみ福祉会モモ
　・特別養護老人ホーム故郷-敬川・㈲マルナガファーム・ふじい歯科クリニック・社会福祉法人波子保育所
　・㈱三階旅館・㈱祥福（老人ホーム有福）・㈲よしだや・㈱女将塾ぬしや・㈲富士重機・島根県農協桜江支店
　・吉岡醤油㈲・㈲吉岡建設・双葉工業㈱桜江工場・今井商亊㈱・㈲大栄電気・㈲うえ乃
【３千円以上】
　・㈲住京蒲鉾店・㈲東発総業・大田青果㈱マルシェあさり市場・セブンイレブン江津浅利店・たすけ愛の工房
　・㈲都設計・濱永美容商事・大成電気水道工業㈱江津営業所・㈲江津自動車センター・㈲新風堂・㈲田中電設
　・ホンダ薬店・エスポアたびら・栄寿し・㈱原商江津出張所・渡部秀信税理士事務所・㈲下田鉄工所
　・飯田呉服店・㈱ポーラ江津ショップ・食事処よしだ・スナックよりみち・保険ショップ㈲・㈲梨田運送
　・ティールーム優花・神主ボデーショップ・カーライフサポート・オオアサ電子㈱江津工場・㈲島根急送
　・中田家具店・ヘアーサロンはまぞえ・きっかわ美容室・スーパーカットうしお・㈲第一資材・㈲横田水道
　・サントウ電機・菅壱織髪・㈲金﨑住建・河村新聞販売所・大番食堂・たぬきの国・㈲桜江町桑茶生産組合
　・桜江タクシー・榎木の郷猪加工販売センター・㈱大川清風堂
【２千円以上】
　・シニア波積・・星高調剤薬局・㈲明治法衣仏具店・昭和ハウス㈱・国沢文具店・佐々木仏具店
　・伊藤忠エネクスホームライフ西日本㈱石見営業所・エンジョイスペース�リエット・さくらや
【千円以上】
　・㈲タイヤショップハマダタイヤガーデン江津店・エディオン江津店・読売センター江津・南山酒店
　・㈱YM商会
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　11月13日（金）、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１回講座を開催し、老人ク
ラブ会員および福祉関係者30名が集いました。
　今年度の講座は、新型コロナウィルス感染予防の観点か
ら自粛していましたが、受講生を半分以下に制限し、検温
や手指消毒を行い開催しました。

　講師には、江津市地域包括支援センター次長の小田みゆき氏を
お招きし、「わたしの未来ノートのはなし」と題してご講演いた
だきました。ノートが作られた背景からノートを書く意味、ただ
終活のためだけでなく、家族で未来の話をするきっかけ作りにし
てほしいと話されました。受講生からは、「なかなか家族で話す
ことがないので、まず、書くことから始めたい」など、自分の人
生を振り返るよい機会になったようです。

～江津和光園大学～未来ノートのはなし！
市
役
所
ほ
か
社
協
窓
口
に
も

置
い
て
い
ま
す
。

　
　
　
↓

　生活支援コーディネーター（以下SC）は、地域の
困りごとや課題を整理し、行政や関係機関と連携し
て住民主体で解決していくお手伝いをしています。
　しかし、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、SCは地
域のみなさんと直接会ってお話を伺う機会がほとんどありませ
んでした。また、ふれあいサロンや福祉バスを利用した小旅行
などの行事が中止や延期になり、「自粛続きで、家に引きこもり
がちになっていないか」という健康を心配する声も出てきてい
ます。
　そこで、コロナ禍でも出来ることをテーマに「自分が住む町
を歩き、我が町を再発見！」という発想から、市内東部地区で
は町歩きマップ『我が町を歩く』の企画・制作に取組み、「新し
い日常」の中での活動を提案させていただいています。
　マップづくりには地域の歴史研究者のご指導を受けるととも
に、まちづくり協議会や社協地区支会のご協力を得ています。
できあがったマップは地区の全戸へ配布されています。
　引続きマスクの着用や手洗い、手指の消毒、３密を避けなが
らの生活となりますが、ご家族やご友人と一緒にこのマップを
活用していただき、少しでもフレイル（虚弱）予防になれば幸
いです。

新型コロナウイルス禍、
「３密」を避け、
自粛続きの日々。
遠くに行くより、
身近な風景に出かけ、

【我が町 再発見】を
してみませんか？

「そんなの知っている」
「いつも見ている」
見慣れた風景のなかに、
忘れていたこと、
見過ごしていたこと、
きっとあるはず。
住み慣れた地域で、
いつまでも
健康で長生き。

「新しい日常」での
一つの提案です。

波積・黒松・松川の各地域で発行された
町歩きマップ『我が町を歩く』
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　江津市社協が実施している主な権利擁護事業は、島根県社協から委託を受けた「日常生活自立支援事業」
と法人で成年後見の受任を行う「法人後見受任事業」です。
　日常生活自立支援事業は、社会福祉法に位置付けられた事業で、認知症や障がいなどによって、判断能
力が不十分な状態の人に対して、日常生活に必要な福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをし
て、地域（自宅・施設）で安心して暮らすことができるよう支援する事業です。
　法人後見受任事業は、社会福祉法人である江津市社協が法人として家庭裁判所から審判を受けて成年後
見を受任し、成年被後見人等の財産の管理や本人にとって暮らしやすい環境であるように配慮する身上監
護（福祉サービスの契約や定期的な訪問など）を行います。
　いずれの事業も、市民の皆様の協力がなくては成り立たない事業です。日常生活自立支援事業では「生
活支援員」、法人後見受任事業では「法人後見支援員」として、担当する利用者さんのところへ訪問し、
地域で暮らす生活者の視点での支援活動していただいております。利用者の方々は、支援員さん（生活支
援員、法人後見支援員の略称）の訪問を心待ちにされています。地域で権利擁護を支えていくには、必要
不可欠な存在が支援員さんです。一人でも多くの市民の参画を心よりお待ちしております。

江津市社協における権利擁護事業の取り組み状況
江津市社会福祉協議会

Vol.4

令和２年度市民で支える成年後見制度講座
〜市民後見人講座〜を開催しました

　「成年後見制度」は、認知症・知的障がい・精神障がいな
どにより判断能力が低下した人が、自分らしく安心して生活
できるよう支援するための制度です。地域でこの制度が広く
利用されるには、多くの市民の皆様に成年後見制度を支える
一員になっていただくことが必要です。
　そこで、実際に後見活動ができる人材を養成するため、11
月から12月にかけて５日間にわたる講座を開催したところ、
コロナ禍で受講者の集まりが心配される中、想定を上回る15
名が受講されました。各講座においては、江津市や浜田市で
活躍中の専門職の講師陣から、講義や演習による指導を受け、
全課程を受講した11名に対し本会黒川会長より修了証書が授
与されました。（未修了者も補講による修了を検討中）
　受講者からはとても良い勉強になったとの意見が多く、今
回の講座で学んだことが、今後、江津市社会福祉協議会の生
活支援員や法人後見支援員として、または親族後見人や市民
後見人などとし
て、江津市の権
利擁護を推進す
る力になるもの
と期待していま
す。
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－ 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
渡　邊　美　則 様（渡邊セツ子 様）
波積町
静　間　敏　男 様（静間　綾子 様）
桜江町
井　上　　　敦 様（井上　幹雄 様）
高　良　一　志 様（高良　郁夫 様）
浅利町（松川町）
迫　田　一　正 様（潮　喜代子 様）
兵庫県（清見町）
大　下　俊　美 様（大下マサ子 様）
鳥取県（桜江町）
坂　根　克　司 様（坂根　　保 様）
山口県（江津町）
林　　　康　子 様（田中　光良 様）

跡市町
伊　藤　幸　則 様（伊藤千代香 様）
千田町
佐々木　光　枝 様（佐々木照夫 様）
二宮町
花　吉　丈　予 様（花吉　伸生 様）
宮　内　孝　史 様（宮内　謙一 様）
波子町
藤　田　佳　久 様（藤田　　實 様）
都野津町
中　垣　幸　則 様（石原ハツヱ 様）
濵　松　吉　幸 様（濵松八重子 様）
和木町
和　田　喜美子 様（和田　兆晏 様）
盆子原　美和子 様（盆子原峰雄 様）

嘉久志町
片　岡　世津子 様（片岡　尊宏 様）
田　中　ひとみ 様（田中　博彰 様）
江津町
小　武　晶　江 様（菅田　悦子 様）
中　村　アキ子 様（中村　　豊 様）
盆子原　勝　彦 様（盆子原　勝 様）
松川町
中　嶋　哲　男 様（福冨　京子 様）
渡津町
河　村　美智子 様（河村　公隆 様）
土　井　賢　二 様（土井　秀美 様）
浅利町
塩　谷　清　子 様（塩谷　康利 様）

●香典返し寄附金

ご寄附ありがとうございました

11月１日から12月28日受付分まで・順不同
※香典返し寄附金で（　）内の氏名は故人

７月豪雨 災害ボランティアセンターへ
ご寄付をいただきました！

【予約・問い合わせ先】
TEL�52－6７10　FAX�52－230８

※江津会場�⇒��江津市社会福祉協議会
　　　　　　　（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）
２/10㈬　13：00～15：00（江津会場）
３/11㈭　13：00～15：00（江津会場）

２/16㈫　13：30～15：45（桜江会場）
２/26㈮　 9：00～12：00（江津会場）
３/26㈮　 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】

　10月19日　松江市社会福祉協議会においてこのたびの７
月豪雨災害に対し、松江葵ライオンズクラブ様から心温ま
るご寄付をいただきました。
　当日は、大木寿之ライオンズクラブ会長から黒川聰江津
市社協会長へ災害復興のために役立ててほしいと目録が手
渡されました。
　このご寄付は、今後の災害ボランティアセンターの活動
に有効に活用させていただきたいと思います。
　ありがとうございました。

有福温泉町　有福子ども育成会 様　　　浜田市　おさだ眼科クリニック 長　田　健　二 様●一般寄附金

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）
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