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町に愛を。胸に羽根を。町に愛を。胸に羽根を。
　今年も、10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金」が
始まっています。「赤い羽根共同募金」にお寄せいただいた
ご厚志は、県内や尾道市内の福祉活動のために活用させて
いただきます。皆様のご協力をお願いします。
　尾道市共同募金委員会（会長＝尾道市長、事務局＝市社
協）の今年度の目標額は2,150万円です。
　なお、平成2７年度は、目標額2,150万円に対しまして
20,２７４,６３３円でした。その内、約60％を尾道市内の福祉
活動に活用させていただいております。ありがとうござい
ました。

　今年も、10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金」が
始まっています。「赤い羽根共同募金」にお寄せいただいた
ご厚志は、県内や尾道市内の福祉活動のために活用させて
いただきます。皆様のご協力をお願いします。
　尾道市共同募金委員会（会長＝尾道市長、事務局＝市社
協）の今年度の目標額は2,150万円です。
　なお、平成2７年度は、目標額2,150万円に対しまして
20,２７４,６３３円でした。その内、約60％を尾道市内の福祉
活動に活用させていただいております。ありがとうござい
ました。 (昨年の街頭募金)

20,274,633円
全額、広島県共同募金会へ送金

広島県共同募金会 20,274,633円

尾道市域助成金

800,000円 3,975,633円 5,795,000円 1,822,000円

地域特別助成金県域助成金

平成27年度共同募金実績額及び使途（平成28年度助成）

県内の福祉施
設・福祉団体
助 成 、 災 害
積立金など

家庭・地域・学校・会社・商店・街頭

尾道市共同募金委員会（事務局＝市社協）

11,592,633円

福祉団体等市社協の事業 地区社協への助成市社協の事業

11月15日 尾道市社会福祉大会を開催 入場無料

問い合わせ　社協総務課 ☎0848（22）8385

市民の皆様の多数のご来場をお待ちしております。
日　　時　11 月 15 日（火）13:30 ～ 16:00（12:30 から受付）
場　　所　総合福祉センター（４階・大会議室）
式　　典　永年にわたり地域福祉向上のために尽力された方々を表彰します。
記念講演　演題「木久蔵流　笑うが一番」

講師　林家 木久蔵（落語家）
はやしや き く ぞう

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします赤い羽根共同募金にご協力をお願いします

第
45
回

第
45
回
場所：尾道市総合福祉センター場所：尾道市総合福祉センター

10月16日（日）
9：30～15：00

戸別募金 13,200,275
2,486,542
3,168,281
254,076
1,165,459
20,274,633

街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金
合　計

平成27年度の内訳（単位：円）



御調支所 ☎ 0848（76）1231　　　向島支所 ☎ 0848（45）2113 行事の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

地域づくり講演会 パートⅢ

活動報告＆研修会
　住み慣れた地域で、最期まで安心して活き活きと暮らし
たい・・・。そんな願いをかなえるために、生活上の不安や
課題を地域住民同士が互いに助け合いで解決しようと動
き出した「見守り」・「お助け隊」活動、２事例の取り組み
を紹介します。
　2事例に学び、今後の地域活動に活かしていただくため、
活動報告及び研修会を開催します。
日　時　12月7日（水）13：30～15：30
場　所　総合福祉センター　4階集団指導室
講　師　薬真寺満里子さん

対　象　どなたでも参加できます
申し込み・問い合わせ
　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

● 在宅介護者の集い ●
【10月】一般公開講座
※だれでも参加できます！！
日　時　10月25日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター４階 集団指導室
内　容　上手に選んで上手に使おう
　　　　～おむつやパッドの選び方～
講　師　ユニ・チャーム株式会社　中嶋孝之さん
参加費　無料
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

【12月】クリスマス会
日　時　12月６日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター1階　和室
内　容　・尾道お手玉フレンド
　　　　　（お手玉アトラクション・ヨーヨーお手玉）
　　　　・お楽しみ交流会（ケーキ・ビンゴゲームなど）
参加費　300円（ケーキ・プレゼント代）　
定　員　20名【先着順　要申し込み】
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

認知症カフェの紹介
　認知症の方やご家族、地域の方等、どなたでも気軽に
集まれる場所です。介護の相談も出来ます。皆さまのご参
加をお待ちしています。
【オレンジカフェ福祉センター・友】
日　時　毎月第２水曜日
　　　　13:30～15:30開催
場　所　総合福祉センター２階
　　　　第１会議室
参加費　１人200円（お茶・お菓子代）
問い合わせ　尾道市西部地域包括支援センター
　　　　　　☎0848（21）1262
【シニアカフェ西しんがい】

日　時　毎月第２金曜日　
　　　　13:30～15:30開催
場　所　高須町西新涯集会所
参加費　１人200円
　　　　（お茶・お菓子代）
問い合わせ　代表　谷尾 浩
　　　　　　☎0848（46）1911～尾道市身体障害者福祉協会より～

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊～～～＊～～～＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
体育大会のお知らせ

日　時　平成28年10月23日（日）
　　　　午前10時開会（受付9時30分～）
場　所　総合福祉センター4階（大会議室）
　　　　※各自、室内シューズをお持ちください
対　象　協会会員（一般の方の参加種目有り）
参加費　無料
申し込み締め切り　10月14日（金）　
　　　　　　　　※昼食準備のため要申込

会員研修旅行のお知らせ
施行日　平成28年11月10日（木）～11日（金）
　　　　福祉センター　8:00出発
　　　　※詳しい日程は協会事務局にお問い合わせ下さい
行　先　山口湯田温泉方面
対　象　協会会員･市内在住の障害手帳をお持ちの方
会　費　17,000円（昼･夜･朝･昼食付）
定　員　40名（定員になり次第締め切ります）
申込方法　会費を添えて事務所までお申込みください
申し込み締め切り　10月14日（金）　
　　　　　　　　（事務所11日～月末/月～金13:30～16:30）
　※介助者は協会から派遣します。
　※申込時、障害者手帳を持参してください。
　※キャンセルの場合はキャンセル料がかかります。

会員の募集も随時受付します
＊＊＊＊＊申込み・お問合せ＊＊＊＊＊

協会事務局　☎0848（21）2177　FAX 0848（21）2178
（11日～月末/月～金　13:30～16:30）

森下　090（6403）8785

13：30～
13：40～14：30

　　　　　　　　　

14：30～14：40
14：40～15：20

15：20～15：30

開会
活動報告「地域にあった助け合い活動の進め方」
発表者
・三美園団地自治会 会長　吉原 弘治さん
　「高齢者見守り体制の取り組み」
　～ほほえみたいの活動　その２～
・ボランティアくわのみ会会長　西川 千代美さん
　「地域支え合い活動」～くわのみ会の取り組み～
休憩（10分程度）
活動報告における研修
「人・モノ・場でつなぐ、地域づくり」
講師　薬真寺満里子さん
閉会

プログラム

2017どんぐり工房
カレンダー原画展
2017どんぐり工房
カレンダー原画展

　今年も尾道市立大学
美術学科の学生と尾道
さつき会が力を合わせ
て「2017　どんぐり工房
カレンダー」を制作しま
した。今回は「Dream　
Art」をテーマに、現実
に捉われない、まるで夢の世界のような自由奔放な作品を
中心に集め、観光地尾道の行事が分かる年間スケジュー
ル欄を盛り込んでいます。10月から販売しています。（卓上
カレンダーとセットで、税込1,000円）
　カレンダーを彩る原画の展覧会を開催します。

【第１回原画展】
期　間　2016年11月1日（火）～11月11日（金）
場　所　尾道市役所1階ロビー（尾道市久保1-15-1）

【第2回原画展】
期　間　2016年11月12日（土）～11月25日（金）
場　所　おのみちecoライフ館
　　　　（尾道市東御所町1-5-3　尾道再開発ビル2階）

問い合わせ
　すだちの家　〒722-1563　尾道市御調町植野528-3
　☎0848（77）1122　Fax 0848（77）1123（担当者　新宅）

社協 介護保険事業所 職員募集

職  種：【嘱託職員】ホームヘルパー
勤務地：（本　所）尾道市門田町22－5
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上
　　　　原付以上の運転免許
担　当：菅近　TEL　0848（21）1262

職　種：【パート】ホームヘルパー
勤務地：（本　所）尾道市門田町22－5
　　　　（因　島）尾道市因島田熊町4482－1
　　　　（瀬戸田）尾道市瀬戸田町林1288－7
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上
　　　　原付以上の運転免許
担　当：（本　所）菅近　TEL　0848（21）1262
　　　　（因　島）柏原　TEL　0845（26）0252
　　　　（瀬戸田）河原　TEL　0845（27）3846

訪問介護事業所

職  種：【パート】介護職員
勤務地：（本　所）尾道市門田町22－5
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上
担　当：菅近　TEL　0848（21）1262

訪問入浴介護事業所

当事業所で一緒に働いていただける方を若干名募集します。
詳しくは、担当者までご連絡ください。

　９月15日（木）株式会社ハローズより車椅子５台を寄贈していた
だき総合福祉センターにおいて、贈呈式を行いました。
　尾道市社会福祉協議会より今回のご厚志に対し、感謝状を
贈りました。
　車椅子は、在宅で必要とされる方々への貸し出しや福祉体験
学習用として、有効に活用させていただきます。

（株）ハローズから車椅子の寄贈

団体
会員

尾道点字サークル
おりづるの会
おのみち学校で本を読む会「ルピナス」
尾道地区原爆被害者の会

（社福）むつみ会
尾道市御調地区老人クラブ連合会
朗読録音ボランティア「ひばり会」

進来　征子
友宗　杉経
丸山　和子
五郎畑成子
加治屋裕睦
稲岡　敬一
瀧口　文雄
中田　睦子
丹藤　清美

村上紗和子
筒井　幸子
杉原　敏子
毛利　正昭
毛利マチコ
高橋　範子
三佐尾寿惠
柴野イチミ
井上ちづ子

桐山　和彦
桐山　博子
三島　芳男
三島　淳子
行里勢津子
数面ミネ子
山本査歌江
桒原　正行
安松　玲子

児玉フジエ
佐原　和美
水馬　洋子
細谷　文子
塩出多美子
峯　てるも
後藤　幸枝
牧岡　敬子

賛助会員
（個人）



因島支所 ☎ 0845（22）6562　　　瀬戸田支所 ☎ 0845（27）3846

三庄九区にサロン誕生！
　「地域にサロンが欲しい」そんな地域住民の声をもとに、
家老渡地区にサロンが立ち上がりました。初回の９月16日
（金）は、サロン支援員がお邪魔し、レク指導を行いまし
た。当日は、60代から90代の方、30名が集まり、体を動かし
たり、頭の体操をしたり、約2時間、大いに笑い、盛り上がり
ました。その後、この地域は、造船業の関係から他県から因
島に来られた方が多く、因島では珍しい苗字の方がたくさん
いらっしゃるということで、名前と出身地を名乗り、自己紹
介を行いました。高齢化が進むこの地域では、サロンがきっ
かけで、顔見知りの関係ができれば、安心できますね。
　「九区サロン」は毎月第３金曜日９時30分～11時30分に行
います。シルバーリハビリ体操指導士の方もおられ、今後の
サロン体制の強い味方になっていただけます。皆さん、気軽
に参加してくださいね。

　因島ボランティア連絡協議会主催による、「大浜しまなみ
ビーチ清掃活動」を9月3日（土）の9時～11時まで行いま
した。
　水軍まつりの
後の清掃活動を
はじめてから、9
回目となります。
当初は、ボラン
ティア連絡協議
会で「まつり」の
後は自分たちで
綺麗に！！と思い
活動してきまし
た。現在では、
地域の方々、中学生、高校生、企業等145名の方に参加して
頂き、沢山の方々の協力で、大浜ビーチがとても綺麗になり
ました。
　今年も海事振興協議会から寄付をいただき、参加者に
パンとジュースをお配りし、大変喜ばれていました。
　この活動も町づくりの一環として継続し、働きかけていけ
ればと思っています。皆さんの清掃意識が高くなってきてい
ることに、感謝！感謝！
　今後も、毎年9月の第1土曜日を清掃活動日として継続し
ていく予定です。皆さんご協力をよろしくお願いします。

しまなみビーチクリーン活動

こころの悩みごと相談員養成講座
　日常のちょっとした困りごとや、悩みごと、こころの病が
ある方などのお話をじっくりとお聞きする「こころの悩みご
と相談」の相談員の養成講座を開催します。
　講座では、傾聴の大切さやこころの病気の基本的な知
識を学びます。一人ひとりが自分らしく暮らしていけるよう
に、その人の気持ちに寄り添い、一緒に考える手だてを学
びませんか。

保育ボランティア養成講座
　保育ボランティアは子育て支援行事や講演会、離乳食
講習会などで小さな子どもさんをお預かりして、子育て中
の方の社会参加をサポートしています。子どもの好きな方、
子育てに関心のある方、子育て経験がある方、保育ボラン
ティアとして活躍してみませんか？

日　時　10月21日（金）10:00～15：30　
内　容　午前の部：

保育コンシェルジュ　小和田淳子さん
「地域に広げる子育て支援の輪」
助産師　吉廣朱美さん

「小さい子どもさんに関わる方へのアドバイス」
　　　　午後の部：

臨床心理士　浮田明子さん
「心にとどく声のかけ方」
保育ボランティアおのママサポーターズの活動
紹介と交流会

場　所　総合福祉センター
申し込み・問い合わせ
　社協地域福祉課　☎0848（22）8385
　　　　　　　　 FAX0848（20）0120

場　所　総合福祉センター（門田町22－5）
受講料　無料
定　員　20名（定員になり次第締め切ります）
申し込み・問い合わせ　社協地域福祉課  小川  ☎0848（21）0322

10月19日（水）
13:30～15:30
10月26日（水）
13:30～15:30
11月2日（水）
13:30～15:30
12月7日（水）
8:30～

日　時 内　容 講　師
傾聴について

ボランティア活動
について
傾聴について

【実習】障害者施設との交流会
（精神保健ボランティア コスモス主催）

社会福祉士
中田雅章さん
社会福祉士
松井裕子さん
社会福祉士
中田雅章さん

（平成28年7月21日～平成28年9月20日受付分）

【本所受付分】
（7月分）
竹國　利雄 （久保一丁目　亡母　一子） 金一封
鈴木　健次 （西藤町　亡妻　みどり） 金一封
小田原浩美 （向東町　亡母　絹枝） 金一封
冨保　博文 （古浜町　亡母　フサコ） 金一封
塩飽香代子 （栗原西一丁目　亡夫　光一） 金一封

（８月分） 
髙須　　圭 （原田町　亡義母　正子） 金一封
松本　慶一 （向東町　亡妻　誠子） 金一封
岩谷　正巳 （向東町　亡父　幸一） 100,000
槙本　弘利 （市原市　亡父　友次郎） 金一封
高橋英太郎 （浦崎町　亡妻　春美） 金一封
梶田　教市 （栗原町　亡妻　郁江） 金一封
大住元　靖 （西則末町　亡父　功） 金一封
高田　数馬 （高須町　亡子　和枝） 金一封
橋本　富子 （門田町　亡夫　勇） 金一封
土居　　充 （栗原町　亡母　清子） 金一封
川ノ上範行 （高須町　亡父　展雄） 金一封
市川　綾子 （土堂一丁目　亡夫　博之） 150,000
林　　幸子 （栗原東二丁目　亡夫　速美） 金一封
姥迫　敏憲 （美ノ郷町　亡母　英子） 金一封
冠野とみ子 （防地町　亡夫　隆義） 金一封
田坂　逸子 （美ノ郷町　亡夫　勝重） 金一封

（９月分）  
中司　正剛 （向東町　亡母　芳子） 金一封
大本　義彦 （美ノ郷町　亡妻　珠江） 金一封
杉村　政義 （浦崎町　亡母　タミヱ） 金一封
佐藤　規忠 （浦崎町　亡父　喜德） 金一封
平中　英行 （浦崎町　亡母　シズエ） 金一封
檀上　　健 （浦崎町　亡母　貞子） 金一封
吉原　弘行 （向東町　亡母　千鶴枝） 金一封
小田原大輔 （向東町　亡父　太朗） 金一封
藤井　康夫 （浦崎町　亡妻　サダヱ） 金一封

【御調支所受付分】
（7月分）
金野　増三 （御調町貝ヶ原　亡母　政子） 金一封

（8月分）
末廣　秀喜 （御調町市　亡母　絹江） 金一封
上青木繁治 （御調町貝ヶ原　亡母　カメヨ） 金一封
雛迫　夕爾 （御調町本　亡母　泰子） 金一封
森鳰　峰子 （御調町神　亡夫　博美） 金一封
川ノ上　強 （御調町中原　亡母　喜美枝） 金一封

（9月分）
髙垣　達也 （御調町本　亡祖母　トキエ） 金一封

【向島支所受付分】
（7月分）
小林　芳郎 （向島町　亡妻　美恵子） 金一封
殿山　増美 （向島町　亡夫　信夫） 金一封
栗原　定文 （向島町　亡父　一光） 金一封
西原　　修 （向島町　亡母　キヨ子） 金一封

（8月分）
田中　裕樹 （向島町　亡祖父　一二三） 金一封
桑原　　力 （向島町　亡妻　凌子） 金一封
林原　俊雄 （向島町　亡母　幸子） 金一封
新谷　武夫 （向島町　亡妻　満智惠） 金一封
沖本ひとみ （向東町　亡父　照夫） 金一封
円福寺芳郎 （向島町　亡子　真弘） 金一封
村上　多紀 （向島町　亡父　武久） 金一封
岡島　秀典 （向島町　亡父　昭雄） 金一封
木曽　　武 （向島町　亡母　住江） 金一封
岡田　早苗 （向島町　亡夫　一利） 金一封

（9月分）
水野　裕行 （向東町　亡母　操） 金一封

植田　道春 （向島町　亡父　躵） 金一封
森永　裕樹 （向島町　亡父　昌樹） 金一封

【因島支所受付分】
（7月分）
村上　　茂 （因島中庄町　亡母　タケノ） 金一封
村上　宜弘 （因島中庄町　亡父　恭通） 金一封
村上　　勝 （因島中庄町　亡母　芳子） 金一封
山内美知子 （因島三庄町　亡夫　久和） 金一封
小林由美子 （因島三庄町　亡母　フサ子） 金一封

（8月分）
松浦　真博 （因島中庄町　亡父　望成） 金一封
幡地　春也 （因島中庄町　亡母　イツ子） 金一封

【瀬戸田支所受付分】
（7月分）
上田　直寛 （瀬戸田町中野　亡父　沖本 保） 金一封

一般寄付
アンデックス（株） （東尾道） 金一封
ケイズ（株）代表取締役　佐藤望 （文京区） 400,000
匿　　　名 （1件） 金一封

市社協指定寄付金（計） 1,105,000
地区社協指定寄付金（計） 1,298,000

物品寄付
金光教栗原教会むつみ会（長江三丁目） 雑布40枚
ケイズ（株）代表取締役　佐藤望 （文京区）
 海洋深層水180本、百島せんべい180枚

（株）ハローズ （門田町） 車椅子5台
土本　福雄 （向島町） ぬいぐるみ
匿　　　名  車椅子１台

市社協の運営に対しまして、ご理解とご協力をいただきました
賛助会員・団体会員の方々です。

（平成28年7月21日～平成28年9月20日受付分）（敬称略・順不同）

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました

会費ご協力ありがとうございました会費ご協力ありがとうございました

賛助会員（企業等）

尾道囲碁協会
尾道塩干（株）
クニヒロ（株）

（宗）浄土寺　
（有）中屋本舗
広島ガス（株）

（株）マスハラ楽器
漢字同好会

（株）ファーマシィあすなろ薬局

上田開発（有）
栄信産業（株）
岡田車輌
小川稔司法書士事務所
樫木建設（株）

（株）キヨカワ
金剛講備北支部（北之坊）
進吾（株）

（有）保成工業
（医）一期会　戸谷医院
（医）本多医院

（株）みつぎ被服
（有）モリタ美研　尾道支店
（医）八木診療所
（有）ヤマト鉄工
吉田建設（株）
リョービミツギ（株）
（株）タカヤマ
備後造船（株）
福本フェリー（株）

（株）大畠商会　
（医）まきはたクリニック

イワキテック（株）因島工場
（有）はと印刷
万田発酵（株）

（有）森屋工業
瀬戸田生コンクリート（株）

（株）長畠商店
（有）藤本モータース　
（有）池田洋品店　
（株）丸松　
瀬戸内興産（株）



★子どもいけばな教室
日　時　７回目　11月19日（土）
　　　　８回目　12月10日（土）
　　　　9:30～10:30　月1回　土曜日　全10回
場　所　総合福祉センター　2階　第1会議室
講　師　池坊　山陽支部　
　　　　井上 満成さん、進来 せい子さん
参加費　1回700円×残りの回数分を初回に納入
対象者　市内在住の小・中学生
定　員　50名程度
※教室の3日前までに申込が必要

★茶道をたのしもう！
日　時　10月22日（土）　14:00～15:00
　　　　11月26日（土）　14:00～15:00
　　　　12月10日（土）　14:00～15:00　
場　所　総合福祉センター　2階　児童センター内
講　師　速水流　五郎畑 成子さん
参加費　１回300円（お菓子、お抹茶代他）
対象者　市内在住の小・中学生
定　員　１0名程度
※教室の3日前までに申込が必要

児童センター

腰痛について知っておこう
　腰の痛みの原因について教えてもらいましょう。
日　時　11月9日(水)　10:00～11：30
場　所　総合福祉センター4階　大会議室
講　師　芦田 真さん　（公立みつぎ総合病院）
参加費　無料
※人数把握のため申し込みをしてください。

干支の押し絵をつくろう
　干支は福を招く開運のお守りです。家に飾って新年を
迎えましょう。
日　時　11月29日(火)　10:00～16:00
場　所　総合福祉センター2階　第2会議室
講　師　菊池 安子さん
参加費　1,700円（材料代として）
定　員　20名　
　　　　（初めての方優先・定員に
　　　　なり次第締め切ります）
持ち物　ボンド・はさみ・弁当・
　　　　お茶
申込受付
　10月29日（土）9時30分～
　電話・窓口で申込受付します。

●日　時　2016年11月19日（土）　10：00～14：30
●場　所　あおぎり駐車場（フリーマーケットなど）　あおぎり屋内（コンサート）
●内　容　フリーマーケット　ゲームコーナー　あおぎりカフェ　コンサート（アダージョさん）
　　　　　チョコレートショップCocoなど　その他盛りだくさんです！！
●問い合わせ先　社会福祉法人 あづみの森　障害者生活支援センターあおぎり
　　　　　　　　尾道市久保町1811　☎0848(20)7551

※市内在住60歳以上の方が対象です。
※申し込み受付はご本人のみとさせていただきます。

老人福祉センター

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ 各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

※児童センターは、市内在住の0歳から18歳までの
　子どもたちを対象とした施設です。
　（就学前の子どもは保護者同伴）

センター事業 月曜日は休館日（申し込み・問い合せは火～日にお願いします）

 暮らしの中の心配ごとや悩みごとを、専門相談員がお伺いします。お気軽にご相談ください。 

相談担当 相 談 日 時 相談内容 

法律（弁護士） 要予約 10/19、11/16
毎月1日から予約受付 13:00～16:10 財産・相続・金銭貸借・離婚等の法律に関すること 

法律（司法書士） 要予約 11/10、12/8 13:00～16:10 登記・相続等の手続きに関すること 
法律（元調停委員） 要予約 11/1、12/6 13:00～15:50 離婚・相続等調停に関すること 
法律（元公証人） 要予約 10/21、11/18 13:00～16:10 相続・遺言書に関すること 
成年後見（社会福祉士） 要予約 10/20、11/24 14:30～15:50 成年後見及び福祉全般に関すること 
ボランティア コスモス
（こころの悩みごと） 毎週月曜日 10:00～16:00 悩みごと、心配ごとなど、じっくりとお伺いします 

場所：総合福祉センター１階　〔予約受付：☎0848（21）0322  平日9～12時及び13～17時まで〕 福祉総合相談福祉総合相談福祉総合相談

【くらしサポートセンター尾道】 様 な々理由で生活にお困りの方のご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
　受付日時　＜総合福祉センター＞月～金（祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く）９時～16時
　　　　　　＜因島出張相談＞毎月第１水曜、第３水曜10時～16時（予約制）　　　　　　  ご相談、お問い合わせ　☎ 0848（21）0322

就労支援講座  受講生募集
簿記入門講座
対　象　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭

の親優先）
日　時　平成29年１月７日～３月25日　土曜日
　　　　10：00～12：00　全10回
場　所　総合福祉センター
内　容　簿記の基礎（資産・負債・収益・費用）、仕分けや

伝票について学習します。
受講料　5,000円（テキスト代込）
定　員　15名（最少遂行人数５名）
　　　　※最少遂行人数に達しない場合中止となります
申し込み期限　12月22日（木）

調剤薬局事務講座
対　象　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭

の親優先）
日　時　平成29年１月13日～３月３日　金曜日
　　　　９：30～12：30　全７回
場　所　総合福祉センター
内　容　調剤薬局で働くために必要な知識や技能を身に

つけ、資格取得を目指します。
講　師　㈱ニチイ学館
受講料　26,000円（テキスト代込）
　　　　※ひとり親家庭の親には助成あり
定　員　15名（最少遂行人数13名）
　　　　※最少遂行人数に達しない場合中止となります
申し込み期限　12月27日（火）
※事前説明会　12月16日（金）10：00～11：00
　講座の内容や資格についての説明をします（申込不要）

ひとり親家庭の親子交流会
～にこにこクッキング～

日　時　12月11日（日）10：00～13：00　
場　所　総合福祉センター　３階調理実習室
参加費　一人500円（材料代）
内　容　ちょっと豪華にクリスマスメニュー
持ち物　エプロン・三角巾・ふきん・台ふきん・マスク・お茶
定　員　15組
申し込み期限　12月６日（火）

学習支援教室受講者募集
対　象　ひとり親家庭の小中学生
日　時　10月23日、11月20日、12月24～25日
　　　　平成29年２月19日、３月12日　10：00～12：00
場　所　総合福祉センター
受講料　無料
内　容　学校の宿題や教科書に沿って学習します。
　　　　大学生のお兄さん・お姉さんと楽しく勉強しましょう。
持ち物　宿題や教科書・問題集などの教材、筆記用具

母子・父子福祉センター

※市内在住の障害者手帳をお持ちの方が対象です。

　障害者の安全なお出かけ先としてどんどん活用して
ください。
「あったかクッキング」「うたの花束（回想法）」
「楽しむハーモニカ」「なごみ・抹茶（速水流）」
など定例の教室があります。
　問い合わせ、申し込みは障害者福祉センターにお願い
します。

障害者福祉センター

　「よりあい広場」は福祉センターを市民のみなさんに知っ
ていただくための教室です。
　市内の方ならどなたでも参加していただけます。
　事前に申込みをしてください。

10月「フォークダンスを楽しもう」
日　時　10月25日（火）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター１階　和室
講　師　萩原玲子さん

11月「トリム体操を体験しよう」
日　時　11月９日（水）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター１階　和室
講　師　渡辺田鶴さん
持参物　バスタオル１枚、水分補給用のお茶
定　員　30名（定員になり次第しめきり）

日　時　12月６日（火）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター４階　集団指導室
講　師　占部千代子さん
参加費　600円（材料費）
定　員　25名（定員になり次第しめきり）
申し込み　10月18日（火）９：30から電話・窓口にて受

付けます。

よりあい広場 福祉センター事業

第3回 わくわくマルシェ
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ぜひ、お越しください！



★子どもいけばな教室
日　時　７回目　11月19日（土）
　　　　８回目　12月10日（土）
　　　　9:30～10:30　月1回　土曜日　全10回
場　所　総合福祉センター　2階　第1会議室
講　師　池坊　山陽支部　
　　　　井上 満成さん、進来 せい子さん
参加費　1回700円×残りの回数分を初回に納入
対象者　市内在住の小・中学生
定　員　50名程度
※教室の3日前までに申込が必要

★茶道をたのしもう！
日　時　10月22日（土）　14:00～15:00
　　　　11月26日（土）　14:00～15:00
　　　　12月10日（土）　14:00～15:00　
場　所　総合福祉センター　2階　児童センター内
講　師　速水流　五郎畑 成子さん
参加費　１回300円（お菓子、お抹茶代他）
対象者　市内在住の小・中学生
定　員　１0名程度
※教室の3日前までに申込が必要

児童センター

腰痛について知っておこう
　腰の痛みの原因について教えてもらいましょう。
日　時　11月9日(水)　10:00～11：30
場　所　総合福祉センター4階　大会議室
講　師　芦田 真さん　（公立みつぎ総合病院）
参加費　無料
※人数把握のため申し込みをしてください。

干支の押し絵をつくろう
　干支は福を招く開運のお守りです。家に飾って新年を
迎えましょう。
日　時　11月29日(火)　10:00～16:00
場　所　総合福祉センター2階　第2会議室
講　師　菊池 安子さん
参加費　1,700円（材料代として）
定　員　20名　
　　　　（初めての方優先・定員に
　　　　なり次第締め切ります）
持ち物　ボンド・はさみ・弁当・
　　　　お茶
申込受付
　10月29日（土）9時30分～
　電話・窓口で申込受付します。

●日　時　2016年11月19日（土）　10：00～14：30
●場　所　あおぎり駐車場（フリーマーケットなど）　あおぎり屋内（コンサート）
●内　容　フリーマーケット　ゲームコーナー　あおぎりカフェ　コンサート（アダージョさん）
　　　　　チョコレートショップCocoなど　その他盛りだくさんです！！
●問い合わせ先　社会福祉法人 あづみの森　障害者生活支援センターあおぎり
　　　　　　　　尾道市久保町1811　☎0848(20)7551

※市内在住60歳以上の方が対象です。
※申し込み受付はご本人のみとさせていただきます。

老人福祉センター

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ 各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

※児童センターは、市内在住の0歳から18歳までの
　子どもたちを対象とした施設です。
　（就学前の子どもは保護者同伴）

センター事業 月曜日は休館日（申し込み・問い合せは火～日にお願いします）

 暮らしの中の心配ごとや悩みごとを、専門相談員がお伺いします。お気軽にご相談ください。 

相談担当 相 談 日 時 相談内容 

法律（弁護士） 要予約 10/19、11/16
毎月1日から予約受付 13:00～16:10 財産・相続・金銭貸借・離婚等の法律に関すること 

法律（司法書士） 要予約 11/10、12/8 13:00～16:10 登記・相続等の手続きに関すること 
法律（元調停委員） 要予約 11/1、12/6 13:00～15:50 離婚・相続等調停に関すること 
法律（元公証人） 要予約 10/21、11/18 13:00～16:10 相続・遺言書に関すること 
成年後見（社会福祉士） 要予約 10/20、11/24 14:30～15:50 成年後見及び福祉全般に関すること 
ボランティア コスモス
（こころの悩みごと） 毎週月曜日 10:00～16:00 悩みごと、心配ごとなど、じっくりとお伺いします 

場所：総合福祉センター１階　〔予約受付：☎0848（21）0322  平日9～12時及び13～17時まで〕 福祉総合相談福祉総合相談福祉総合相談

【くらしサポートセンター尾道】 様 な々理由で生活にお困りの方のご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
　受付日時　＜総合福祉センター＞月～金（祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く）９時～16時
　　　　　　＜因島出張相談＞毎月第１水曜、第３水曜10時～16時（予約制）　　　　　　  ご相談、お問い合わせ　☎ 0848（21）0322

就労支援講座  受講生募集
簿記入門講座
対　象　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭

の親優先）
日　時　平成29年１月７日～３月25日　土曜日
　　　　10：00～12：00　全10回
場　所　総合福祉センター
内　容　簿記の基礎（資産・負債・収益・費用）、仕分けや

伝票について学習します。
受講料　5,000円（テキスト代込）
定　員　15名（最少遂行人数５名）
　　　　※最少遂行人数に達しない場合中止となります
申し込み期限　12月22日（木）

調剤薬局事務講座
対　象　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭

の親優先）
日　時　平成29年１月13日～３月３日　金曜日
　　　　９：30～12：30　全７回
場　所　総合福祉センター
内　容　調剤薬局で働くために必要な知識や技能を身に

つけ、資格取得を目指します。
講　師　㈱ニチイ学館
受講料　26,000円（テキスト代込）
　　　　※ひとり親家庭の親には助成あり
定　員　15名（最少遂行人数13名）
　　　　※最少遂行人数に達しない場合中止となります
申し込み期限　12月27日（火）
※事前説明会　12月16日（金）10：00～11：00
　講座の内容や資格についての説明をします（申込不要）

ひとり親家庭の親子交流会
～にこにこクッキング～

日　時　12月11日（日）10：00～13：00　
場　所　総合福祉センター　３階調理実習室
参加費　一人500円（材料代）
内　容　ちょっと豪華にクリスマスメニュー
持ち物　エプロン・三角巾・ふきん・台ふきん・マスク・お茶
定　員　15組
申し込み期限　12月６日（火）

学習支援教室受講者募集
対　象　ひとり親家庭の小中学生
日　時　10月23日、11月20日、12月24～25日
　　　　平成29年２月19日、３月12日　10：00～12：00
場　所　総合福祉センター
受講料　無料
内　容　学校の宿題や教科書に沿って学習します。
　　　　大学生のお兄さん・お姉さんと楽しく勉強しましょう。
持ち物　宿題や教科書・問題集などの教材、筆記用具

母子・父子福祉センター

※市内在住の障害者手帳をお持ちの方が対象です。

　障害者の安全なお出かけ先としてどんどん活用して
ください。
「あったかクッキング」「うたの花束（回想法）」
「楽しむハーモニカ」「なごみ・抹茶（速水流）」
など定例の教室があります。
　問い合わせ、申し込みは障害者福祉センターにお願い
します。

障害者福祉センター

　「よりあい広場」は福祉センターを市民のみなさんに知っ
ていただくための教室です。
　市内の方ならどなたでも参加していただけます。
　事前に申込みをしてください。

10月「フォークダンスを楽しもう」
日　時　10月25日（火）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター１階　和室
講　師　萩原玲子さん

11月「トリム体操を体験しよう」
日　時　11月９日（水）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター１階　和室
講　師　渡辺田鶴さん
持参物　バスタオル１枚、水分補給用のお茶
定　員　30名（定員になり次第しめきり）

日　時　12月６日（火）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター４階　集団指導室
講　師　占部千代子さん
参加費　600円（材料費）
定　員　25名（定員になり次第しめきり）
申し込み　10月18日（火）９：30から電話・窓口にて受

付けます。

よりあい広場 福祉センター事業

第3回 わくわくマルシェ
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ぜひ、お越しください！



因島支所 ☎ 0845（22）6562　　　瀬戸田支所 ☎ 0845（27）3846

三庄九区にサロン誕生！
　「地域にサロンが欲しい」そんな地域住民の声をもとに、
家老渡地区にサロンが立ち上がりました。初回の９月16日
（金）は、サロン支援員がお邪魔し、レク指導を行いまし
た。当日は、60代から90代の方、30名が集まり、体を動かし
たり、頭の体操をしたり、約2時間、大いに笑い、盛り上がり
ました。その後、この地域は、造船業の関係から他県から因
島に来られた方が多く、因島では珍しい苗字の方がたくさん
いらっしゃるということで、名前と出身地を名乗り、自己紹
介を行いました。高齢化が進むこの地域では、サロンがきっ
かけで、顔見知りの関係ができれば、安心できますね。
　「九区サロン」は毎月第３金曜日９時30分～11時30分に行
います。シルバーリハビリ体操指導士の方もおられ、今後の
サロン体制の強い味方になっていただけます。皆さん、気軽
に参加してくださいね。

　因島ボランティア連絡協議会主催による、「大浜しまなみ
ビーチ清掃活動」を9月3日（土）の9時～11時まで行いま
した。
　水軍まつりの
後の清掃活動を
はじめてから、9
回目となります。
当初は、ボラン
ティア連絡協議
会で「まつり」の
後は自分たちで
綺麗に！！と思い
活動してきまし
た。現在では、
地域の方々、中学生、高校生、企業等145名の方に参加して
頂き、沢山の方々の協力で、大浜ビーチがとても綺麗になり
ました。
　今年も海事振興協議会から寄付をいただき、参加者に
パンとジュースをお配りし、大変喜ばれていました。
　この活動も町づくりの一環として継続し、働きかけていけ
ればと思っています。皆さんの清掃意識が高くなってきてい
ることに、感謝！感謝！
　今後も、毎年9月の第1土曜日を清掃活動日として継続し
ていく予定です。皆さんご協力をよろしくお願いします。

しまなみビーチクリーン活動

こころの悩みごと相談員養成講座
　日常のちょっとした困りごとや、悩みごと、こころの病が
ある方などのお話をじっくりとお聞きする「こころの悩みご
と相談」の相談員の養成講座を開催します。
　講座では、傾聴の大切さやこころの病気の基本的な知
識を学びます。一人ひとりが自分らしく暮らしていけるよう
に、その人の気持ちに寄り添い、一緒に考える手だてを学
びませんか。

保育ボランティア養成講座
　保育ボランティアは子育て支援行事や講演会、離乳食
講習会などで小さな子どもさんをお預かりして、子育て中
の方の社会参加をサポートしています。子どもの好きな方、
子育てに関心のある方、子育て経験がある方、保育ボラン
ティアとして活躍してみませんか？

日　時　10月21日（金）10:00～15：30　
内　容　午前の部：

保育コンシェルジュ　小和田淳子さん
「地域に広げる子育て支援の輪」
助産師　吉廣朱美さん

「小さい子どもさんに関わる方へのアドバイス」
　　　　午後の部：

臨床心理士　浮田明子さん
「心にとどく声のかけ方」
保育ボランティアおのママサポーターズの活動
紹介と交流会

場　所　総合福祉センター
申し込み・問い合わせ
　社協地域福祉課　☎0848（22）8385
　　　　　　　　 FAX0848（20）0120

場　所　総合福祉センター（門田町22－5）
受講料　無料
定　員　20名（定員になり次第締め切ります）
申し込み・問い合わせ　社協地域福祉課  小川  ☎0848（21）0322

10月19日（水）
13:30～15:30
10月26日（水）
13:30～15:30
11月2日（水）
13:30～15:30
12月7日（水）
8:30～

日　時 内　容 講　師
傾聴について

ボランティア活動
について
傾聴について

【実習】障害者施設との交流会
（精神保健ボランティア コスモス主催）

社会福祉士
中田雅章さん
社会福祉士
松井裕子さん
社会福祉士
中田雅章さん

（平成28年7月21日～平成28年9月20日受付分）

【本所受付分】
（7月分）
竹國　利雄 （久保一丁目　亡母　一子） 金一封
鈴木　健次 （西藤町　亡妻　みどり） 金一封
小田原浩美 （向東町　亡母　絹枝） 金一封
冨保　博文 （古浜町　亡母　フサコ） 金一封
塩飽香代子 （栗原西一丁目　亡夫　光一） 金一封

（８月分） 
髙須　　圭 （原田町　亡義母　正子） 金一封
松本　慶一 （向東町　亡妻　誠子） 金一封
岩谷　正巳 （向東町　亡父　幸一） 100,000
槙本　弘利 （市原市　亡父　友次郎） 金一封
高橋英太郎 （浦崎町　亡妻　春美） 金一封
梶田　教市 （栗原町　亡妻　郁江） 金一封
大住元　靖 （西則末町　亡父　功） 金一封
高田　数馬 （高須町　亡子　和枝） 金一封
橋本　富子 （門田町　亡夫　勇） 金一封
土居　　充 （栗原町　亡母　清子） 金一封
川ノ上範行 （高須町　亡父　展雄） 金一封
市川　綾子 （土堂一丁目　亡夫　博之） 150,000
林　　幸子 （栗原東二丁目　亡夫　速美） 金一封
姥迫　敏憲 （美ノ郷町　亡母　英子） 金一封
冠野とみ子 （防地町　亡夫　隆義） 金一封
田坂　逸子 （美ノ郷町　亡夫　勝重） 金一封

（９月分）  
中司　正剛 （向東町　亡母　芳子） 金一封
大本　義彦 （美ノ郷町　亡妻　珠江） 金一封
杉村　政義 （浦崎町　亡母　タミヱ） 金一封
佐藤　規忠 （浦崎町　亡父　喜德） 金一封
平中　英行 （浦崎町　亡母　シズエ） 金一封
檀上　　健 （浦崎町　亡母　貞子） 金一封
吉原　弘行 （向東町　亡母　千鶴枝） 金一封
小田原大輔 （向東町　亡父　太朗） 金一封
藤井　康夫 （浦崎町　亡妻　サダヱ） 金一封

【御調支所受付分】
（7月分）
金野　増三 （御調町貝ヶ原　亡母　政子） 金一封

（8月分）
末廣　秀喜 （御調町市　亡母　絹江） 金一封
上青木繁治 （御調町貝ヶ原　亡母　カメヨ） 金一封
雛迫　夕爾 （御調町本　亡母　泰子） 金一封
森鳰　峰子 （御調町神　亡夫　博美） 金一封
川ノ上　強 （御調町中原　亡母　喜美枝） 金一封

（9月分）
髙垣　達也 （御調町本　亡祖母　トキエ） 金一封

【向島支所受付分】
（7月分）
小林　芳郎 （向島町　亡妻　美恵子） 金一封
殿山　増美 （向島町　亡夫　信夫） 金一封
栗原　定文 （向島町　亡父　一光） 金一封
西原　　修 （向島町　亡母　キヨ子） 金一封

（8月分）
田中　裕樹 （向島町　亡祖父　一二三） 金一封
桑原　　力 （向島町　亡妻　凌子） 金一封
林原　俊雄 （向島町　亡母　幸子） 金一封
新谷　武夫 （向島町　亡妻　満智惠） 金一封
沖本ひとみ （向東町　亡父　照夫） 金一封
円福寺芳郎 （向島町　亡子　真弘） 金一封
村上　多紀 （向島町　亡父　武久） 金一封
岡島　秀典 （向島町　亡父　昭雄） 金一封
木曽　　武 （向島町　亡母　住江） 金一封
岡田　早苗 （向島町　亡夫　一利） 金一封

（9月分）
水野　裕行 （向東町　亡母　操） 金一封

植田　道春 （向島町　亡父　躵） 金一封
森永　裕樹 （向島町　亡父　昌樹） 金一封

【因島支所受付分】
（7月分）
村上　　茂 （因島中庄町　亡母　タケノ） 金一封
村上　宜弘 （因島中庄町　亡父　恭通） 金一封
村上　　勝 （因島中庄町　亡母　芳子） 金一封
山内美知子 （因島三庄町　亡夫　久和） 金一封
小林由美子 （因島三庄町　亡母　フサ子） 金一封

（8月分）
松浦　真博 （因島中庄町　亡父　望成） 金一封
幡地　春也 （因島中庄町　亡母　イツ子） 金一封

【瀬戸田支所受付分】
（7月分）
上田　直寛 （瀬戸田町中野　亡父　沖本 保） 金一封

一般寄付
アンデックス（株） （東尾道） 金一封
ケイズ（株）代表取締役　佐藤望 （文京区） 400,000
匿　　　名 （1件） 金一封

市社協指定寄付金（計） 1,105,000
地区社協指定寄付金（計） 1,298,000

物品寄付
金光教栗原教会むつみ会（長江三丁目） 雑布40枚
ケイズ（株）代表取締役　佐藤望 （文京区）
 海洋深層水180本、百島せんべい180枚

（株）ハローズ （門田町） 車椅子5台
土本　福雄 （向島町） ぬいぐるみ
匿　　　名  車椅子１台

市社協の運営に対しまして、ご理解とご協力をいただきました
賛助会員・団体会員の方々です。

（平成28年7月21日～平成28年9月20日受付分）（敬称略・順不同）

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました

会費ご協力ありがとうございました会費ご協力ありがとうございました

賛助会員（企業等）

尾道囲碁協会
尾道塩干（株）
クニヒロ（株）

（宗）浄土寺　
（有）中屋本舗
広島ガス（株）

（株）マスハラ楽器
漢字同好会

（株）ファーマシィあすなろ薬局

上田開発（有）
栄信産業（株）
岡田車輌
小川稔司法書士事務所
樫木建設（株）

（株）キヨカワ
金剛講備北支部（北之坊）
進吾（株）

（有）保成工業
（医）一期会　戸谷医院
（医）本多医院

（株）みつぎ被服
（有）モリタ美研　尾道支店
（医）八木診療所
（有）ヤマト鉄工
吉田建設（株）
リョービミツギ（株）
（株）タカヤマ
備後造船（株）
福本フェリー（株）

（株）大畠商会　
（医）まきはたクリニック

イワキテック（株）因島工場
（有）はと印刷
万田発酵（株）

（有）森屋工業
瀬戸田生コンクリート（株）

（株）長畠商店
（有）藤本モータース　
（有）池田洋品店　
（株）丸松　
瀬戸内興産（株）



御調支所 ☎ 0848（76）1231　　　向島支所 ☎ 0848（45）2113 行事の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

地域づくり講演会 パートⅢ

活動報告＆研修会
　住み慣れた地域で、最期まで安心して活き活きと暮らし
たい・・・。そんな願いをかなえるために、生活上の不安や
課題を地域住民同士が互いに助け合いで解決しようと動
き出した「見守り」・「お助け隊」活動、２事例の取り組み
を紹介します。
　2事例に学び、今後の地域活動に活かしていただくため、
活動報告及び研修会を開催します。
日　時　12月7日（水）13：30～15：30
場　所　総合福祉センター　4階集団指導室
講　師　薬真寺満里子さん

対　象　どなたでも参加できます
申し込み・問い合わせ
　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

● 在宅介護者の集い ●
【10月】一般公開講座
※だれでも参加できます！！
日　時　10月25日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター４階 集団指導室
内　容　上手に選んで上手に使おう
　　　　～おむつやパッドの選び方～
講　師　ユニ・チャーム株式会社　中嶋孝之さん
参加費　無料
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

【12月】クリスマス会
日　時　12月６日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター1階　和室
内　容　・尾道お手玉フレンド
　　　　　（お手玉アトラクション・ヨーヨーお手玉）
　　　　・お楽しみ交流会（ケーキ・ビンゴゲームなど）
参加費　300円（ケーキ・プレゼント代）　
定　員　20名【先着順　要申し込み】
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

認知症カフェの紹介
　認知症の方やご家族、地域の方等、どなたでも気軽に
集まれる場所です。介護の相談も出来ます。皆さまのご参
加をお待ちしています。
【オレンジカフェ福祉センター・友】
日　時　毎月第２水曜日
　　　　13:30～15:30開催
場　所　総合福祉センター２階
　　　　第１会議室
参加費　１人200円（お茶・お菓子代）
問い合わせ　尾道市西部地域包括支援センター
　　　　　　☎0848（21）1262
【シニアカフェ西しんがい】

日　時　毎月第２金曜日　
　　　　13:30～15:30開催
場　所　高須町西新涯集会所
参加費　１人200円
　　　　（お茶・お菓子代）
問い合わせ　代表　谷尾 浩
　　　　　　☎0848（46）1911～尾道市身体障害者福祉協会より～

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊～～～＊～～～＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
体育大会のお知らせ

日　時　平成28年10月23日（日）
　　　　午前10時開会（受付9時30分～）
場　所　総合福祉センター4階（大会議室）
　　　　※各自、室内シューズをお持ちください
対　象　協会会員（一般の方の参加種目有り）
参加費　無料
申し込み締め切り　10月14日（金）　
　　　　　　　　※昼食準備のため要申込

会員研修旅行のお知らせ
施行日　平成28年11月10日（木）～11日（金）
　　　　福祉センター　8:00出発
　　　　※詳しい日程は協会事務局にお問い合わせ下さい
行　先　山口湯田温泉方面
対　象　協会会員･市内在住の障害手帳をお持ちの方
会　費　17,000円（昼･夜･朝･昼食付）
定　員　40名（定員になり次第締め切ります）
申込方法　会費を添えて事務所までお申込みください
申し込み締め切り　10月14日（金）　
　　　　　　　　（事務所11日～月末/月～金13:30～16:30）
　※介助者は協会から派遣します。
　※申込時、障害者手帳を持参してください。
　※キャンセルの場合はキャンセル料がかかります。

会員の募集も随時受付します
＊＊＊＊＊申込み・お問合せ＊＊＊＊＊

協会事務局　☎0848（21）2177　FAX 0848（21）2178
（11日～月末/月～金　13:30～16:30）

森下　090（6403）8785

13：30～
13：40～14：30

　　　　　　　　　

14：30～14：40
14：40～15：20

15：20～15：30

開会
活動報告「地域にあった助け合い活動の進め方」
発表者
・三美園団地自治会 会長　吉原 弘治さん
　「高齢者見守り体制の取り組み」
　～ほほえみたいの活動　その２～
・ボランティアくわのみ会会長　西川 千代美さん
　「地域支え合い活動」～くわのみ会の取り組み～
休憩（10分程度）
活動報告における研修
「人・モノ・場でつなぐ、地域づくり」
講師　薬真寺満里子さん
閉会

プログラム

2017どんぐり工房
カレンダー原画展
2017どんぐり工房
カレンダー原画展

　今年も尾道市立大学
美術学科の学生と尾道
さつき会が力を合わせ
て「2017　どんぐり工房
カレンダー」を制作しま
した。今回は「Dream　
Art」をテーマに、現実
に捉われない、まるで夢の世界のような自由奔放な作品を
中心に集め、観光地尾道の行事が分かる年間スケジュー
ル欄を盛り込んでいます。10月から販売しています。（卓上
カレンダーとセットで、税込1,000円）
　カレンダーを彩る原画の展覧会を開催します。

【第１回原画展】
期　間　2016年11月1日（火）～11月11日（金）
場　所　尾道市役所1階ロビー（尾道市久保1-15-1）

【第2回原画展】
期　間　2016年11月12日（土）～11月25日（金）
場　所　おのみちecoライフ館
　　　　（尾道市東御所町1-5-3　尾道再開発ビル2階）

問い合わせ
　すだちの家　〒722-1563　尾道市御調町植野528-3
　☎0848（77）1122　Fax 0848（77）1123（担当者　新宅）

社協 介護保険事業所 職員募集

職  種：【嘱託職員】ホームヘルパー
勤務地：（本　所）尾道市門田町22－5
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上
　　　　原付以上の運転免許
担　当：菅近　TEL　0848（21）1262

職　種：【パート】ホームヘルパー
勤務地：（本　所）尾道市門田町22－5
　　　　（因　島）尾道市因島田熊町4482－1
　　　　（瀬戸田）尾道市瀬戸田町林1288－7
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上
　　　　原付以上の運転免許
担　当：（本　所）菅近　TEL　0848（21）1262
　　　　（因　島）柏原　TEL　0845（26）0252
　　　　（瀬戸田）河原　TEL　0845（27）3846

訪問介護事業所

職  種：【パート】介護職員
勤務地：（本　所）尾道市門田町22－5
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）以上
担　当：菅近　TEL　0848（21）1262

訪問入浴介護事業所

当事業所で一緒に働いていただける方を若干名募集します。
詳しくは、担当者までご連絡ください。

　９月15日（木）株式会社ハローズより車椅子５台を寄贈していた
だき総合福祉センターにおいて、贈呈式を行いました。
　尾道市社会福祉協議会より今回のご厚志に対し、感謝状を
贈りました。
　車椅子は、在宅で必要とされる方々への貸し出しや福祉体験
学習用として、有効に活用させていただきます。

（株）ハローズから車椅子の寄贈

団体
会員

尾道点字サークル
おりづるの会
おのみち学校で本を読む会「ルピナス」
尾道地区原爆被害者の会

（社福）むつみ会
尾道市御調地区老人クラブ連合会
朗読録音ボランティア「ひばり会」

進来　征子
友宗　杉経
丸山　和子
五郎畑成子
加治屋裕睦
稲岡　敬一
瀧口　文雄
中田　睦子
丹藤　清美

村上紗和子
筒井　幸子
杉原　敏子
毛利　正昭
毛利マチコ
高橋　範子
三佐尾寿惠
柴野イチミ
井上ちづ子

桐山　和彦
桐山　博子
三島　芳男
三島　淳子
行里勢津子
数面ミネ子
山本査歌江
桒原　正行
安松　玲子

児玉フジエ
佐原　和美
水馬　洋子
細谷　文子
塩出多美子
峯　てるも
後藤　幸枝
牧岡　敬子

賛助会員
（個人）
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町に愛を。胸に羽根を。町に愛を。胸に羽根を。
　今年も、10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金」が
始まっています。「赤い羽根共同募金」にお寄せいただいた
ご厚志は、県内や尾道市内の福祉活動のために活用させて
いただきます。皆様のご協力をお願いします。
　尾道市共同募金委員会（会長＝尾道市長、事務局＝市社
協）の今年度の目標額は2,150万円です。
　なお、平成2７年度は、目標額2,150万円に対しまして
20,２７４,６３３円でした。その内、約60％を尾道市内の福祉
活動に活用させていただいております。ありがとうござい
ました。

　今年も、10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金」が
始まっています。「赤い羽根共同募金」にお寄せいただいた
ご厚志は、県内や尾道市内の福祉活動のために活用させて
いただきます。皆様のご協力をお願いします。
　尾道市共同募金委員会（会長＝尾道市長、事務局＝市社
協）の今年度の目標額は2,150万円です。
　なお、平成2７年度は、目標額2,150万円に対しまして
20,２７４,６３３円でした。その内、約60％を尾道市内の福祉
活動に活用させていただいております。ありがとうござい
ました。 (昨年の街頭募金)

20,274,633円
全額、広島県共同募金会へ送金

広島県共同募金会 20,274,633円

尾道市域助成金

800,000円 3,975,633円 5,795,000円 1,822,000円

地域特別助成金県域助成金

平成27年度共同募金実績額及び使途（平成28年度助成）

県内の福祉施
設・福祉団体
助 成 、 災 害
積立金など

家庭・地域・学校・会社・商店・街頭

尾道市共同募金委員会（事務局＝市社協）

11,592,633円

福祉団体等市社協の事業 地区社協への助成市社協の事業

11月15日 尾道市社会福祉大会を開催 入場無料

問い合わせ　社協総務課 ☎0848（22）8385

市民の皆様の多数のご来場をお待ちしております。
日　　時　11 月 15 日（火）13:30 ～ 16:00（12:30 から受付）
場　　所　総合福祉センター（４階・大会議室）
式　　典　永年にわたり地域福祉向上のために尽力された方々を表彰します。
記念講演　演題「木久蔵流　笑うが一番」

講師　林家 木久蔵（落語家）
はやしや き く ぞう

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします赤い羽根共同募金にご協力をお願いします

第
45
回

第
45
回
場所：尾道市総合福祉センター場所：尾道市総合福祉センター

10月16日（日）
9：30～15：00

戸別募金 13,200,275
2,486,542
3,168,281
254,076
1,165,459
20,274,633

街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金
合　計

平成27年度の内訳（単位：円）


