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自分の町を良くするしくみ自分の町を良くするしくみ
　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2９年度は、目標額2,150万
円に対しまして１９,９１４,３０７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きます。ありがとうございました。
※1,000円以上ご協力いただいた方には「赤い羽根×カープコラボ
ピンバッジ2018」をプレゼントしています。（なくなり次第終了）

(昨年の街頭募金)

19,914,307円
全額、広島県共同募金会へ送金

19,914,307円

尾道市域助成金

8,368,000円 3,672,443円 6,066,864円 1,807,000円

県域助成金

平成29年度共同募金実績額及び使途（平成30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）

福祉団体等市社協の事業 地区社協への助成

11月20日 尾道市社会福祉大会を開催 入場無料

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20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「夢と絆」　講師　蓮池　薫（新潟産業大学経済学部　准教授）
はすいけ かおる

赤い羽根共同募金にご協力お願いします赤い羽根共同募金にご協力お願いします

第
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回
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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21日（日）
9：30～15：00

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

職域募金

合　計

12,632,625

2,250,828

2,869,937

195,650

1,965,267

19,914,307

平成29年度の内訳（単位：円）

広島県共同募金会
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 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） 13：00～16：10（約30分） 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） 13：00～16：10（約30分） 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 13：00～15：50（約40分） 離婚・相続等調停に関すること 

法律（元公証人） 13：00～16：10（約30分） 相続・遺言書に関すること 
成年後見（社会福祉士） 13：00～15：50（約40分） 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） 

10/17、11/21、12/19
毎月1日から予約受付
11/14、12/12、1/17

11/6、12/4、1/8
11/16、12/21、1/18
11/13、12/11、1/8

毎週月曜日 10：00～12：00　13：00～16：00 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9～17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、お問合せ　☎ 0848（21）0322

（平成30年7月21日～平成30年9月20日受付分）

【本所受付分】
（7月分）
安井　友教 （吉和町　亡母　満子） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

（８月分） 
奥原　幸信 （美ノ郷町　亡妻　孝枝） 金一封
鈴木　美穂 （栗原町　亡父　梶田教市） 金一封
上野　幸子 （高須町　亡夫　泉） 金一封
神原　由美 （原田町　亡夫　伸二） 金一封
杉原　　榮 （長江三丁目　亡夫　正夫） 5,000
高野　智志 （向東町 亡母　サワ子） 金一封
細谷千代子 （門田町　亡夫　義之） 金一封
実政智恵子 （美ノ郷町　亡夫　浩） 金一封
佐藤　吉宏 （西藤町　亡母　春香） 100,000
林　江千子 （原田町　亡子　耕治） 金一封
長江　孝子 （山波町　亡夫　完） 金一封
吉末　　聖 （栗原町　亡妻　敬子） 金一封
江木万知子 （原田町　亡夫　修） 金一封
山根　冨嗣 （浦崎町　亡妻　蓉子） 金一封
畑橋　郁雄 （向東町　亡父　五夫） 金一封
佐原　麻友 （東則末町　亡夫　愛久） 金一封
吉浦　　充 （原田町　亡父　福男） 金一封
宮本　大造 （向東町　亡父　一正） 50,000
富岡　真弓 （栗原町　亡父　義 ） 金一封

（９月分）  
豊田　　隆 （浦崎町　亡妻　静子） 金一封
大本　数吉 （長江三丁目　亡妻　鈴枝） 金一封
寺曽　　登 （山波町　亡母　洋子） 金一封
大本　邦夫 （長江三丁目　亡母　鈴枝） 金一封
宗尻眞理子 （原田町　亡義母　豊身） 金一封
道上　早苗 （美ノ郷町　亡父　秀夫） 金一封
貸谷　康治 （向東町　亡母　冨美子） 金一封

匿　　　名 （1件） 金一封

【御調支所受付分】
（7月分）
浅田　　寛 （御調町大田　亡母　ヨシエ） 金一封

（8月分）
西奥　哲治 （御調町大山田　亡父　貞行） 金一封
揚田　多聞 （御調町植野　亡妻　絢子） 金一封
後藤　京子 （御調町平木　亡夫　義美） 金一封

（9月分）
髙場　永典 （御調町神　亡母　サダコ） 金一封
掛　　　定 （木ノ庄町　亡妻　スミヱ） 金一封
東風上繁子 （御調町津蟹　亡夫　義尚） 金一封
向井　克義 （御調町市　亡母　雪子） 金一封

【向島支所受付分】
（7月分）
力本　博子 （向島町　亡夫　勝彦） 金一封

（9月分）
村上　史郎 （向島町　亡母　綾江） 金一封
舟橋　光通 （向島町　亡父　一光） 金一封
中谷　浩一 （向島町　亡母　夏子） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

【因島支所受付分】
（7月分）
峯松　英雄 （因島中庄町　亡父　敏幸） 金一封

（8月分）
宮地　幸夫 （因島中庄町　亡父　和男） 金一封
柏原　繁広 （因島中庄町　亡母　多喜子） 金一封

井川　好隆 （因島中庄町　亡母　美智子） 金一封
田頭　敏宏 （因島中庄町　亡母　フキ子） 金一封
宮地　啓介 （因島中庄町　亡父　弘美） 金一封
青木　　茂 （因島中庄町　亡母　照子） 金一封
河野　　靖 （因島大浜町　亡母　フサミ） 金一封
河野　　学 （因島大浜町　亡母　マサミ） 金一封
田頭　久子 （因島中庄町　亡夫　克彦） 金一封

【瀬戸田支所受付分】
（8月分）
越智　茂文 （因島中庄町　亡父　俊和） 金一封
寺岡　俊幸 （瀬戸田町沢　亡母　康子） 金一封
村上　貴延 （愛媛県越智郡　亡母　フミエ） 金一封
山本　盛正 （瀬戸田町沢　亡母　サツキ） 金一封

一般寄付
亀田　千里 （日比崎町） 金一封
熊本市社会福祉協議会（熊本市） 185,000
水俣中央商店街 元気玉募金 50,000

（株）メディカ・ライン  代表取締役  佐藤 望 400,000
大本　幹彦 （御調町今田） 金一封
ボランティア元気会（瀬戸田町瀬戸田） 30,000
松本　　忠 （瀬戸田町中野） 100,000
匿　　　名 （3件） 金一封

市社協指定寄付金（計） 1,382,000
地区社協指定寄付金（計） 680,000

物品寄付
（株）神戸物産（兵庫県） アイスチーズケーキ
金光教栗原教会むつみ会 雑布 40枚
得本医院（向島町） 飲料水  20ℓ 5箱  2ℓ 66本

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30年7月21日～平成30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（
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業
等
）

（株）オクモト
（一社）尾道薬剤師会
黒瀬歯科医院
海龍寺

（有）細谷石油
（株）ファーマシィあすなろ薬局
上田開発（有）

岡田車輌
樫木建設（株）
金剛講備北支部（北之坊）
三信建設（株）

（株）保成工業
（株）中国交通
市薬局

みつきのべんり屋
（有）モリタ美研
（有）ヤマト鉄工
（有）ユニリュウ
吉田建設（株）
リョービミツギ（株）
（株）みつぎ交流館

おのママサポーターズ
尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会
ほおずきの会
障がい者パソコンボランティア

（社福）あづみの森　

尾道ねたきりになら連
NPO法人広島県視覚障害者自立支援センターさん・あい
尾道市御調地区老人クラブ連合会
みつぎ手話サークル「ひよこ」
御調要約筆記サークル「キンモクセイ」

朗読録音ボランティア「ひばり会」
託児ボランティア「子育てほっとサポート」
おはなしラッコ
ハートステーションなないろ
国際ソロプチミストしまなみ

河野温泉
藤本酒店

（株）大畠商会
田熊巻幡医院

（有）新生企業
（有）池田洋品店　
（株）丸松　

瀬戸内興産（株）　
漢字同好会
ゴトウ石油（株）
よこた歯科医院
谷尻建設（株）

（有）東邦断熱

村上　光範
南　由美子
新谷　利寛
深澤　利雄
普家　俊一
瀬尾　暁史
村島　公司
宮地　正男

村上　　瑞
田頭　良江
山本　初子
藤井ミツ子
宇都宮和子
稲岡　敬一
稲岡　和代
力本　博子

山元美佐枝
稲田由美子
安松　玲子
池田みや子
三阪ミヤ子
河村ナルミ
河村　博司
毎田佐智子

日寺　節子
上田美惠子
大戸　公子
杉原　敏子
清政佐代子
鎰広　清子
殿山千代子
福島　民子

大田垣千恵子
今田冨士子
渡辺美代子
田渕　　剛
石川　重信
根本　　正
黒飛　文子
住元　豊子

秋山惠美子
葛西　久子
池田冨士子
井上　鈴子
平田　愛子
砂田　久江
小林　悦子
福島　芳子

高崎　久子
児玉フジエ
森岡　久子
森下　美和
井上小夜子
松浦須美江
匿　　　名

青山　富江
瀬戸　芳枝
三佐尾寿惠
青山　隆子
泉　百合子
島谷　和子
細谷　敏枝
瀧口　文雄

鷲見　里子
沖田　朋子
大久保洋子
山路　圭子
森　　京子
奥村　容子
浜中五十鈴
山元　正義

賛
助
会
員（
個
人
）

団
体
会
員

オレンジカフェの紹介オレンジカフェの紹介
認知症の人やご家族、地域の方、専門職等、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。

【喫茶かたふじ】※６月にオープンしました!!
日　時　毎月第２月曜日10:00～11:30開催
　　　　（祝日も開催します。11月12月はお休みです。） 
場　所　いきいきサロン高根 潮香園（瀬戸田町高根595）
参加費　１人100円（お茶・お菓子代）
問い合わせ　尾道市南部地域包括支援センター
　　　　　　瀬戸田支所　☎0845（27）3847

【12月】クリスマス会
日　時　12月４日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター1階　和室
内　容　・『ピアノとフルートのコンサート』
　　　　　奏者：サウンドミュージャ（植田美佐雄・ミチコ夫妻）
　　　　・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

●在宅介護者の集い●

ゆっくりお茶を
飲みに来てくだ
さい。お待ちし
ています。

　認知症の基礎知識や対応方法を、
寸劇を通して学びます。
日　時　11月１日（木）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター４階集団指導室
講　師　尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会
参加費　100円（テキスト代）
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

認知症サポーター養成講座開催 第3回 尾道市オレンジカフェ連絡会
～認知症にやさしいまちづくり～

　現在、尾道市内に20か所のオレンジカフェ（認知症
カフェ）が開設されています。オレンジカフェに興味がある
方やこれからオレンジカフェの開設を考えている方等、
是非ご参加ください。

日　時　11月22日（木）13：00～15：00
場　所　総合福祉センター４階大会議室

【プログラム】　
●講演｢認知症カフェの役割について｣
　講師　矢吹 知之 氏（認知症介護研究・研修
　　　　仙台センター研修部長・東北
　　　　福祉大学総合福祉学部専任講師）

●意見交換・交流会　など

申込み期限　11月9日（金）まで
申込み・問合せ先　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

原水爆禁止尾道市協議会（天満町） 10,000
小森　恒子（手崎町） 5,000
鐵萬商事（株）（長者原二丁目） 1,000,000
久福汽船（株）（新浜一丁目） 1,000,000
佐藤汽船（株）（新浜一丁目） 1,000,000
悠々パソコン同好会 20,000
つむぎ隊ｐｒｅｓｅｎｔｓうまれる映画自主上映会ｉｎ広島・東広島（東広島市） 10,000
尾道市クリーンセンター内日立造船（株）現場事務所一同 100,000
山丸汽船（株）（高須町） 1,000,000
尾道いきいき大学書道漢字講座二年生一同 36,000
尾道いきいき大学書道漢字三年有志一同 10,000

（株）佐藤工務店（高須町） 金一封
（株）オレンジホーム企画（上尾市） 金一封
（一社）島根県松江地区建設業協会青年部会（松江市） 金一封
おのみちバス（株）（東尾道） 500,000

（株）頑者（川越市） 50,000
寿製麺よしかわ（川越市） 87,847
尾道ウォーターフロント開発（株）（東御所町） 500,000

尾道駅前都市開発（株）（東御所町） 500,000
漢字同好会一同 15,000
国際交流ボランティア　フィーラス華 100,000

（株）ウィズ（目黒区） 100,000
日光山輪王寺堂務部（日光市） 10,000
万福寺仏教婦人会（西藤町） 30,000
Ｆｒｏｍ　Ｙｏｋｏｓｕｋａ（横須賀市） 212,761
尾道市認知症の人と家族の会 金一封
関西大学法律相談所（吹田市） 35,000
尾道ねたきりになら連 100,000
佐藤　光利  30,000
書道漢字1年生 14,000

（株）福井亀之助商店（東尾道） 1,000,000
トリム体操尾道（高須町） 42,000
尾道てっぱんくらぶ・尾道経済同友会有志・気仙沼キングズ・ガーデン職員 50,000

（社福）キングス・ガーデン宮城 職員一同（気仙沼市） 141,000
気仙沼みなとまつり“はまらいんや”会場（気仙沼市） 27,808
備後道路（株）（高須町） 300,000
三和鉄構建設（株）（高須町） 500,000
尾道商工会議所支店長会 50,000
尾道商工会議所女性会 50,000
ＡＮＧＥＬ ＰＡＲＴＹ（西則末町） 36,180

浄土寺「和のこころ」推進運動本部（東久保町） 302,679
全国日蓮宗女性教師の会（東京都） 50,000
尾道商工会議所・尾道住吉会 1,000,000

（株）セプルミエール（高須町） 200,000
サンボル尾道募金箱（向東町） 20,697

（有）轟屋（川越市） 49,352
グラトモツアーズWITH 43,080

（有）延広組（高須町） 1,000,000
大原　郁香（向東町） 金一封
尾道因島ライオンズクラブ（因島土生町） 201,625
尾道パイロットクラブ 70,000
清川　隆信 （御調町大蔵） 金一封
㈱みつぎ交流館道の駅クロスロードみつぎ（御調町大田） 38,771

（有）河岡不動産（向島町） 金一封
向島歩こう会（向島町岩子島） 金一封
尾道地区労働者福祉協議会因島地区 163,750
匿　　　名 （36件） 1,064,215

合計金額　  16,536,740円（9月20日現在）

尾道市災害義援金
平成30年7月28日～9月20日まで受付分



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

　7月11日よりボランティア活動を開始して
以来、多くのボランティアの方にご協力を
いただきました。
　ボランティアの支援を受けた方からは、
ボランティアの方からの温かい言葉に励まさ
れた、ボランティアのおかげで早期に普段の生活を取り戻すことができたと喜ばれる声をいただきました。

　この度の「平成30年7月豪雨」において、私たちは、「災害は、いつ、どこで、誰に起こるか分からない」
ということを、まさに身を持って経験しました。そうした中で、尾道市社協では、今後尾道市内で災害が
発生した場合に、迅速かつ効果的にボランティア活動が行えるよう、平常時から災害ボランティアの事前
登録をする取り組みを10月下旬から開始いたします。
　ボランティアに興味のある方、人の役に立ちたいと考えている方など、
多くの皆様に登録いただきますようご協力をお願いします。
　登録の詳細は、ホームページをご覧ください。
※登録対象者は、尾道市内在住の高校生以上に限らせていただきます。
【問い合わせ先】　尾道市社会福祉協議会　☎0848（22）8385

災害ボランティア活動報告

「災害ボランティア事前登録」の開始

　ボランティア活動の依頼も残りわずかとなり、復興に
向けた一定の時期を迎えようとしていることに心より感
謝申し上げます。このような状況から、これまでの尾道
市ボランティアセンターの役割から、被災者の暮らしの
相談支援に重点を置いた運営体制へと移行いたします。
　地域支え合いセンタ―の立ち上げ時期は10月下旬を
目指し、準備中です。

地域支え合いセンター開設準備中！！

◆対応ニーズ件数 …　１５７件
◆ボランティア活動人数 …　延べ２０70人

≪地域支え合いセンタ―の役割≫
・被災した方々への相談・声かけなどの見守り
・地域交流への参加の促進
・公的支援（行政や専門機関）へのつなぎ
・災害ボランティア活動依頼の対応

　去る９月２日（日）９時から、しまなみビーチに中・高生や老人クラブを含む100名を超えるボランティアの方たちが参加して、
水軍まつり直後のビーチ周辺を清掃しました。因島を代表するイベントの直後なので大量のごみを分別収集した後、３日（月）
には事務局で清掃センターに運んでいただき処理しました。活動場所によっては、ゴミの不法投棄や片付けをしていないまま
の状態の物もあり、マナーの悪さが目立つ所もありました。
　この活動は、因島ボランティア連絡協議会の呼びかけで行われましたが、多くのボランティアの参加を見て、「因島もまだ
捨てたものではないな」と感じました。
　私たち「いづみ会」の活動は、日立造船労組関連の退職者で集う、
「親睦・相互共済・情報提供」が主であり、ボランティア活動は会社内の
「剪定・奉仕作業」のみで会員内部の活動が中心でした。
　数年前から会員が養護老人ホーム・デイサービス等を利用するように
なり、その施設との交流ができ、施設長の呼びかけで「因島ボランティア
連絡協議会」に参加することになりました。
　今回も含め、７月の集中豪雨災害や断水など経験する中、各所でボラ
ンティアの方々が汗を流して活動する姿を見て、私たちも社会に貢献して
いく活動を広めることの大切さを感じました。

しまなみビーチクリーン活動に参加して いづみ会　会長　村上 弘二

社協 介護保険事業所 職員募集

（パート）看護職員
勤務地：（本　所）尾道市門田町22-5
資　格：准看護師以上、
　　　　普通自動車運転免許
担　当：（本　所）實井　☎0848（21）1262

（パート）運転手
勤務地：（本　所）尾道市門田町22-5
資　格：普通自動車運転免許
担　当：（本　所）實井　☎0848（21）1262

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。
（パート）介護職員
勤務地：（本　所）尾道市門田町22-5
　　　　（因　島）尾道市因島田熊町1315-1
　　　　（瀬戸田）尾道市瀬戸田町林1288-7
資　格：介護福祉士
　　　　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）實井　☎0848（21）1262
　　　　（因　島）柏原　☎0845（26）0252
　　　　（瀬戸田）金本　☎0845（27）3846

日赤健康生活支援短期講習会

～ 尾道市身体障害者連合会 尾道支部より～

体育大会のお知らせ

会員研修旅行のお知らせ

　急に起こる災害に遭ったとき、普段の生活を続けるのは
難しくなります。
　安全と健康を守るため、いざという時に備えて生活支援
の方法の講習会を行います。日頃から生活に役立つ知識
や技術を学びませんか。
日　時　平成30年11月29日（木）10：00～12：00
場　所　因島総合福祉保健センター　３F　第1・2会議室
講　師　日本赤十字社　健康生活支援指導員
参加費　無料
定　員　30名
持参物　筆記用具　
＊動きやすい服装でご参加ください。
申込期限　11月22日（木）　
申し込み・問い合わせ　因島支所　☎0845（22）6562

日　時　平成30年10月28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）
対　象　協会会員（一般の方の参加種目有り）
参加費　無料（種目別に参加賞あり）
申込締切　10月19日（金）　※昼食準備のため要申込

会員の募集も随時受付します
＊＊＊＊＊申込み・お問合せ＊＊＊＊＊

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

旅行日　平成30年11月15日（木）～16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合せください。
行　先　岡山県湯郷温泉方面
対　象　協会会員・市内在住の障害手帳をお持ちの方
会　費　11,000円（昼・夕・朝・昼食付）
定　員　45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
申込締切　10月19日（金）
　　　　（事務所 11日～月末／月～金 13：30～16：30）
※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。

介護基礎技術向上研修
　この研修では、演習をとおして、新任職員の介護の基礎
的な知識や技術を向上させ、さらに指導的職員の指導方法
を再確認し、施設・事業所における職員の定着と指導方法
の均質化をめざします。
　ぜひ、ご参加いただき、新任職員の指導・育成・定着、
また、介護技術や指導方法の向上にお役立てください。
日　時　①11月17日（土）15：00～17：00
　　　　②12月8日（土）15：00～17：00
場　所　①尾道福祉専門学校（久保町1760-1）
　　　　②グループホームゆずっこ向島
　　　　　（向島町5794-1）
内　容　①演習（移動、移乗）
　　　　②演習（食事）　
対象者　■無資格・未経験等により、介護基礎技術に不安

を感じている新任介護職員
　　　　■職員を指導・育成する職員
講　師　尾道福祉専門学校
　　　　教務主任　豊田　美絵さん
定　員　各回ともに３０人
申込期限　11月2日（金）
申し込み・問い合わせ　（社福）尾道市社会福祉協議会
向島支所　☎0848（45）2113

社会福祉法人尾道さつき会

2019どんぐり工房カレンダー販売開始
　尾道市立大学美術学科の学生アーティスト協力のもと尾道
さつき会「2019どんぐり工房カレンダー」を制作しました。
「Dream　Art」をテーマに、施設利用者の独自の感性表現に
より、夢の世界が広がっています。
　卓上カレンダーはこれまでより少し大きく、Ｂ6サイズになり
書き込むスペースが広がっています。卓上カレンダーとセットで
1,000円（税込み）です。必要に応じて宅配や郵送も承ります。
問い合わせ：尾道さつき作業所
　〒722-0021　尾道市久山田町101
　☎0848（23）8004　FAX：0848（23）8091
　担当者　岡田

ボランティア活動紹介「因島地区編」



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

センター事業 月曜日は休館日（申込み・問合せは火～日にお願いします）

就労支援講座  受講生募集
調剤薬局事務講座
　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭優先）
日　時　31年１月11日～３月１日　９：30～12：30
　　　　毎週金曜日　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20日（木）
　　　　　　　※事前説明会　12月7日（金）　申込不要

簿記入門講座
　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭優先）
日　時　31年１月12日～３月23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）、仕訳や伝票

について学習します。
受講料　5,000円（テキスト代込）
定　員　10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27日（木）

「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９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400円（材料代）
内　容　おいしくたのしく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・マスク・お茶
定　員　15組
申し込み期限　12月４日（火）

母子・父子福祉センター

※尾道市在住の障害者手帳をお持ちの方が対象です。

「つどい」
　障害者手帳をお持ちの方の楽しい行き場所、居場所と
して開催しています。毎月、内容がかわります。

10月「ハーバリウム体験」
　今、話題のハーバリウム（植物標本）。ビンの中にドライ
フラワーやプリザーブドフラワーを入れて作ります。
日　時　10月24日（水）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　１階　作業室
講　師　國竹 一栄 さん
定　員　15名
参加費　1,500円～（ビンの大きさによって異なります。）
持参物　花ばさみ
※申込みは10/10（水）9:30～電話、窓口で受付けます。
　（定員になり次第しめきります。）

11月「こねこねキャンドル」
　うさぎ、ペンギン、クジラ、パンダ・・・かわいいキャンドルを作り
ましょう。手でこねることでリハビリにも役立ちます。
日　時　11月28日（水）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　１階　作業室
講　師　市川 美紀 さん
定　員　15名
参加費　400円
持参物　おてふき（ウェットティッシュ）
※申込みは10/24（水）9:30～電話、窓口で受付けます。
　（定員になり次第しめきります。）

「パソコン入門」参加者募集！
　パソコン初心者の方、スイッチを入れるところからゆっくり
習いましょう。
　いつからでも始めることができます。
日　時　毎週金曜日　10：00～12：00
参加費　100円/月　※パソコン持ち込みできる方、優先。

障害者福祉センター

★子どもいけばな教室
日　時　７回目　11月17日（土）
　　　　８回目　12月８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　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　尾道市内在住の小学生・中学生
定　員　50名程度
　　　　※教室の３日前までに申込が必要。

★けん玉であそぼ～！
日　時　10月13日（土）13:30～15:30
　　　　10月31日（水）15:00～16:00
　　　　11月14日（水）15:00～16:00
　　　　11月24日（土）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター　２階　児童センター内
講　師　日本けん玉協会会員　高橋 和男 さん
対象者　尾道市内在住の小学生・中学生
※申込、参加費不要。

※児童センターは、尾道市在住の0歳から18歳までの
　子どもたちを対象とした施設です。
　（就学前のお子さんは保護者同伴でご利用ください）◆『骨のレッスン』

　自分の身体のクセを知って、正しい身体の使い方を学び
ましょう。
日　時　10月30日（火）　10：00～11：15
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　吉田 万里子 さん
参加費　無料
持ち物　動きやすい服装・水分補給用の飲み物
※申込不要　直接会場へお越しください。

◆３Ｂ体操を体験しよう！
　用具を使って、みんなで楽しく健康づくりをしましょう。
日　時　11月1日（木）10:00～11：15
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　中畠 和子 さん（公益社団法人日本３Ｂ体操協会）
参加費　無料
定　員　50名
持ち物　動きやすい服装・水分補給用の飲み物
※道具を使用しますので、必ず申し込みをお願いします。

◆干支の押し絵を作ろう（亥）
　干支は福を招く開運のお守りです。初心者でも出来ます。
おしゃべりしながら楽しく作りましょう。
日　時　11月29日（木）　10:00～15：00
場　所　総合福祉センター　2階　会議室
講　師　菊池 安子 さん
参加費　1,700円（材料代）
定　員　20名（定員になり次第締め切ります）
持ち物　はさみ・ボンド・竹ぐし・自分のお昼ごはんとお茶
申込方法　10月17日（水）9時30分から電話・窓口で申し込み

受け付けます。

◆60歳からのゆったりバレエストレッチ
　優雅な動きのストレッチで身体を柔軟にしましよう。
日　時　12月４日（火）　10:00～11:15
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　向井 真弓 さん〈藤田真弓バレエ教室〉
参加費　無料
持ち物　バスタオル又はヨガマット・動きやすい服装
　　　　水分補給用の飲み物
※申込不要　直接会場へお越しください。

◆健康年齢を上げる呼吸法と体操
　初企画!　呼吸法を学んで、心身ともに健康的になりましょう。
日　時　12月6日（木）13:30～14:30（午後開催）
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　前原　照子さん
参加費　無料
持ち物　動きやすい服装・水分補給の飲み物
※申込不要　直接会場へお越しください。

※尾道市在住60歳以上の方対象です。
※申込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 児童センター

クリスマス☆コンサート
～みんなで楽しむクリスマス～

　童謡・歌謡曲・ハワイアンソングなど、いろんなジャンルの
演奏をお届けします。みんなで盛り上がりましょう♪
日　時　12月9日（日）
　　　　開場10:00    開演10:15～11:45
場　所　総合福祉センター　４階　大会議室
演　奏　宮田 大 さん（ウクレレ・ギター）
　　　　井口 彩音 さん（キーボード）
　　　　太田 世聖夫 さん（カホン）
　　　　大塚 智之 さん（ベース）
参加費　無料
　みなさん、お誘い合ってお越しください。

三世代交流
　尾道市民のみなさんに福祉センターを知っていただくために
毎月開催しています。尾道市民ならどなたでも参加できます。

10月「腸から元気に！美しく！」
　健康には腸内環境が大きく関係しているとテレビなどでも取り
上げられていますね。腸の中から元気に美しくなりましょう。お話を
聞いて軽い運動をします。
日　時　10月18日（木）　10:00～11:00
場　所　総合福祉センター　４階　大会議室
講　師　平野 美子 さん（美腸アドバイザー）
参加費　無料　　
※事前申し込みをしてください。

11月「冬を元気に過ごすために」
　冬を迎える前に元気に過ごすためのお話を聞いて
寒さに備えましょう。
日　時　11月15日（木）　10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　２階　会議室
講　師　西部地域包括支援センター　職員
参加費　無料
※事前申し込みをしてください。

12月「たおるマジック
～来年の干支　亥を作ろう～」

　毎年開催している「たおるマジック」。
あたたかな手触りのタオルを使って来年
の干支の「亥」をつくりましょう。
日　時　12月６日（木）
　　　　10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　１階
　　　　和室
講　師　占部 千代子 さん
定　員　25名（定員になり次第しめきり

ます。）
参加費　600円（材料費）
※申込みは11/1（木）9:30～電話、窓口で受付ます。

よりあい広場 福祉センター事業

※月曜日以外のお休み
10月9日（火）振替休日のため
10月19日（金）・20日（土）は、
福祉まつり準備のため
休館いたします。



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

センター事業 月曜日は休館日（申込み・問合せは火～日にお願いします）

就労支援講座  受講生募集
調剤薬局事務講座
　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭優先）
日　時　31年１月11日～３月１日　９：30～12：30
　　　　毎週金曜日　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20日（木）
　　　　　　　※事前説明会　12月7日（金）　申込不要

簿記入門講座
　どなたでも受講できます（尾道市民・ひとり親家庭優先）
日　時　31年１月12日～３月23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）、仕訳や伝票

について学習します。
受講料　5,000円（テキスト代込）
定　員　10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27日（木）

「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９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400円（材料代）
内　容　おいしくたのしく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・マスク・お茶
定　員　15組
申し込み期限　12月４日（火）

母子・父子福祉センター

※尾道市在住の障害者手帳をお持ちの方が対象です。

「つどい」
　障害者手帳をお持ちの方の楽しい行き場所、居場所と
して開催しています。毎月、内容がかわります。

10月「ハーバリウム体験」
　今、話題のハーバリウム（植物標本）。ビンの中にドライ
フラワーやプリザーブドフラワーを入れて作ります。
日　時　10月24日（水）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　１階　作業室
講　師　國竹 一栄 さん
定　員　15名
参加費　1,500円～（ビンの大きさによって異なります。）
持参物　花ばさみ
※申込みは10/10（水）9:30～電話、窓口で受付けます。
　（定員になり次第しめきります。）

11月「こねこねキャンドル」
　うさぎ、ペンギン、クジラ、パンダ・・・かわいいキャンドルを作り
ましょう。手でこねることでリハビリにも役立ちます。
日　時　11月28日（水）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　１階　作業室
講　師　市川 美紀 さん
定　員　15名
参加費　400円
持参物　おてふき（ウェットティッシュ）
※申込みは10/24（水）9:30～電話、窓口で受付けます。
　（定員になり次第しめきります。）

「パソコン入門」参加者募集！
　パソコン初心者の方、スイッチを入れるところからゆっくり
習いましょう。
　いつからでも始めることができます。
日　時　毎週金曜日　10：00～12：00
参加費　100円/月　※パソコン持ち込みできる方、優先。

障害者福祉センター

★子どもいけばな教室
日　時　７回目　11月17日（土）
　　　　８回目　12月８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　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　尾道市内在住の小学生・中学生
定　員　50名程度
　　　　※教室の３日前までに申込が必要。

★けん玉であそぼ～！
日　時　10月13日（土）13:30～15:30
　　　　10月31日（水）15:00～16:00
　　　　11月14日（水）15:00～16:00
　　　　11月24日（土）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター　２階　児童センター内
講　師　日本けん玉協会会員　高橋 和男 さん
対象者　尾道市内在住の小学生・中学生
※申込、参加費不要。

※児童センターは、尾道市在住の0歳から18歳までの
　子どもたちを対象とした施設です。
　（就学前のお子さんは保護者同伴でご利用ください）◆『骨のレッスン』

　自分の身体のクセを知って、正しい身体の使い方を学び
ましょう。
日　時　10月30日（火）　10：00～11：15
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　吉田 万里子 さん
参加費　無料
持ち物　動きやすい服装・水分補給用の飲み物
※申込不要　直接会場へお越しください。

◆３Ｂ体操を体験しよう！
　用具を使って、みんなで楽しく健康づくりをしましょう。
日　時　11月1日（木）10:00～11：15
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　中畠 和子 さん（公益社団法人日本３Ｂ体操協会）
参加費　無料
定　員　50名
持ち物　動きやすい服装・水分補給用の飲み物
※道具を使用しますので、必ず申し込みをお願いします。

◆干支の押し絵を作ろう（亥）
　干支は福を招く開運のお守りです。初心者でも出来ます。
おしゃべりしながら楽しく作りましょう。
日　時　11月29日（木）　10:00～15：00
場　所　総合福祉センター　2階　会議室
講　師　菊池 安子 さん
参加費　1,700円（材料代）
定　員　20名（定員になり次第締め切ります）
持ち物　はさみ・ボンド・竹ぐし・自分のお昼ごはんとお茶
申込方法　10月17日（水）9時30分から電話・窓口で申し込み

受け付けます。

◆60歳からのゆったりバレエストレッチ
　優雅な動きのストレッチで身体を柔軟にしましよう。
日　時　12月４日（火）　10:00～11:15
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　向井 真弓 さん〈藤田真弓バレエ教室〉
参加費　無料
持ち物　バスタオル又はヨガマット・動きやすい服装
　　　　水分補給用の飲み物
※申込不要　直接会場へお越しください。

◆健康年齢を上げる呼吸法と体操
　初企画!　呼吸法を学んで、心身ともに健康的になりましょう。
日　時　12月6日（木）13:30～14:30（午後開催）
場　所　総合福祉センター　4階　大会議室
講　師　前原　照子さん
参加費　無料
持ち物　動きやすい服装・水分補給の飲み物
※申込不要　直接会場へお越しください。

※尾道市在住60歳以上の方対象です。
※申込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 児童センター

クリスマス☆コンサート
～みんなで楽しむクリスマス～

　童謡・歌謡曲・ハワイアンソングなど、いろんなジャンルの
演奏をお届けします。みんなで盛り上がりましょう♪
日　時　12月9日（日）
　　　　開場10:00    開演10:15～11:45
場　所　総合福祉センター　４階　大会議室
演　奏　宮田 大 さん（ウクレレ・ギター）
　　　　井口 彩音 さん（キーボード）
　　　　太田 世聖夫 さん（カホン）
　　　　大塚 智之 さん（ベース）
参加費　無料
　みなさん、お誘い合ってお越しください。

三世代交流
　尾道市民のみなさんに福祉センターを知っていただくために
毎月開催しています。尾道市民ならどなたでも参加できます。

10月「腸から元気に！美しく！」
　健康には腸内環境が大きく関係しているとテレビなどでも取り
上げられていますね。腸の中から元気に美しくなりましょう。お話を
聞いて軽い運動をします。
日　時　10月18日（木）　10:00～11:00
場　所　総合福祉センター　４階　大会議室
講　師　平野 美子 さん（美腸アドバイザー）
参加費　無料　　
※事前申し込みをしてください。

11月「冬を元気に過ごすために」
　冬を迎える前に元気に過ごすためのお話を聞いて
寒さに備えましょう。
日　時　11月15日（木）　10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　２階　会議室
講　師　西部地域包括支援センター　職員
参加費　無料
※事前申し込みをしてください。

12月「たおるマジック
～来年の干支　亥を作ろう～」

　毎年開催している「たおるマジック」。
あたたかな手触りのタオルを使って来年
の干支の「亥」をつくりましょう。
日　時　12月６日（木）
　　　　10:00～11:30
場　所　総合福祉センター　１階
　　　　和室
講　師　占部 千代子 さん
定　員　25名（定員になり次第しめきり

ます。）
参加費　600円（材料費）
※申込みは11/1（木）9:30～電話、窓口で受付ます。

よりあい広場 福祉センター事業

※月曜日以外のお休み
10月9日（火）振替休日のため
10月19日（金）・20日（土）は、
福祉まつり準備のため
休館いたします。



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

　7月11日よりボランティア活動を開始して
以来、多くのボランティアの方にご協力を
いただきました。
　ボランティアの支援を受けた方からは、
ボランティアの方からの温かい言葉に励まさ
れた、ボランティアのおかげで早期に普段の生活を取り戻すことができたと喜ばれる声をいただきました。

　この度の「平成30年7月豪雨」において、私たちは、「災害は、いつ、どこで、誰に起こるか分からない」
ということを、まさに身を持って経験しました。そうした中で、尾道市社協では、今後尾道市内で災害が
発生した場合に、迅速かつ効果的にボランティア活動が行えるよう、平常時から災害ボランティアの事前
登録をする取り組みを10月下旬から開始いたします。
　ボランティアに興味のある方、人の役に立ちたいと考えている方など、
多くの皆様に登録いただきますようご協力をお願いします。
　登録の詳細は、ホームページをご覧ください。
※登録対象者は、尾道市内在住の高校生以上に限らせていただきます。
【問い合わせ先】　尾道市社会福祉協議会　☎0848（22）8385

災害ボランティア活動報告

「災害ボランティア事前登録」の開始

　ボランティア活動の依頼も残りわずかとなり、復興に
向けた一定の時期を迎えようとしていることに心より感
謝申し上げます。このような状況から、これまでの尾道
市ボランティアセンターの役割から、被災者の暮らしの
相談支援に重点を置いた運営体制へと移行いたします。
　地域支え合いセンタ―の立ち上げ時期は10月下旬を
目指し、準備中です。

地域支え合いセンター開設準備中！！

◆対応ニーズ件数 …　１５７件
◆ボランティア活動人数 …　延べ２０70人

≪地域支え合いセンタ―の役割≫
・被災した方々への相談・声かけなどの見守り
・地域交流への参加の促進
・公的支援（行政や専門機関）へのつなぎ
・災害ボランティア活動依頼の対応

　去る９月２日（日）９時から、しまなみビーチに中・高生や老人クラブを含む100名を超えるボランティアの方たちが参加して、
水軍まつり直後のビーチ周辺を清掃しました。因島を代表するイベントの直後なので大量のごみを分別収集した後、３日（月）
には事務局で清掃センターに運んでいただき処理しました。活動場所によっては、ゴミの不法投棄や片付けをしていないまま
の状態の物もあり、マナーの悪さが目立つ所もありました。
　この活動は、因島ボランティア連絡協議会の呼びかけで行われましたが、多くのボランティアの参加を見て、「因島もまだ
捨てたものではないな」と感じました。
　私たち「いづみ会」の活動は、日立造船労組関連の退職者で集う、
「親睦・相互共済・情報提供」が主であり、ボランティア活動は会社内の
「剪定・奉仕作業」のみで会員内部の活動が中心でした。
　数年前から会員が養護老人ホーム・デイサービス等を利用するように
なり、その施設との交流ができ、施設長の呼びかけで「因島ボランティア
連絡協議会」に参加することになりました。
　今回も含め、７月の集中豪雨災害や断水など経験する中、各所でボラ
ンティアの方々が汗を流して活動する姿を見て、私たちも社会に貢献して
いく活動を広めることの大切さを感じました。

しまなみビーチクリーン活動に参加して いづみ会　会長　村上 弘二

社協 介護保険事業所 職員募集

（パート）看護職員
勤務地：（本　所）尾道市門田町22-5
資　格：准看護師以上、
　　　　普通自動車運転免許
担　当：（本　所）實井　☎0848（21）1262

（パート）運転手
勤務地：（本　所）尾道市門田町22-5
資　格：普通自動車運転免許
担　当：（本　所）實井　☎0848（21）1262

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。
（パート）介護職員
勤務地：（本　所）尾道市門田町22-5
　　　　（因　島）尾道市因島田熊町1315-1
　　　　（瀬戸田）尾道市瀬戸田町林1288-7
資　格：介護福祉士
　　　　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）實井　☎0848（21）1262
　　　　（因　島）柏原　☎0845（26）0252
　　　　（瀬戸田）金本　☎0845（27）3846

日赤健康生活支援短期講習会

～ 尾道市身体障害者連合会 尾道支部より～

体育大会のお知らせ

会員研修旅行のお知らせ

　急に起こる災害に遭ったとき、普段の生活を続けるのは
難しくなります。
　安全と健康を守るため、いざという時に備えて生活支援
の方法の講習会を行います。日頃から生活に役立つ知識
や技術を学びませんか。
日　時　平成30年11月29日（木）10：00～12：00
場　所　因島総合福祉保健センター　３F　第1・2会議室
講　師　日本赤十字社　健康生活支援指導員
参加費　無料
定　員　30名
持参物　筆記用具　
＊動きやすい服装でご参加ください。
申込期限　11月22日（木）　
申し込み・問い合わせ　因島支所　☎0845（22）6562

日　時　平成30年10月28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）
対　象　協会会員（一般の方の参加種目有り）
参加費　無料（種目別に参加賞あり）
申込締切　10月19日（金）　※昼食準備のため要申込

会員の募集も随時受付します
＊＊＊＊＊申込み・お問合せ＊＊＊＊＊

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

旅行日　平成30年11月15日（木）～16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合せください。
行　先　岡山県湯郷温泉方面
対　象　協会会員・市内在住の障害手帳をお持ちの方
会　費　11,000円（昼・夕・朝・昼食付）
定　員　45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
申込締切　10月19日（金）
　　　　（事務所 11日～月末／月～金 13：30～16：30）
※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。

介護基礎技術向上研修
　この研修では、演習をとおして、新任職員の介護の基礎
的な知識や技術を向上させ、さらに指導的職員の指導方法
を再確認し、施設・事業所における職員の定着と指導方法
の均質化をめざします。
　ぜひ、ご参加いただき、新任職員の指導・育成・定着、
また、介護技術や指導方法の向上にお役立てください。
日　時　①11月17日（土）15：00～17：00
　　　　②12月8日（土）15：00～17：00
場　所　①尾道福祉専門学校（久保町1760-1）
　　　　②グループホームゆずっこ向島
　　　　　（向島町5794-1）
内　容　①演習（移動、移乗）
　　　　②演習（食事）　
対象者　■無資格・未経験等により、介護基礎技術に不安

を感じている新任介護職員
　　　　■職員を指導・育成する職員
講　師　尾道福祉専門学校
　　　　教務主任　豊田　美絵さん
定　員　各回ともに３０人
申込期限　11月2日（金）
申し込み・問い合わせ　（社福）尾道市社会福祉協議会
向島支所　☎0848（45）2113

社会福祉法人尾道さつき会

2019どんぐり工房カレンダー販売開始
　尾道市立大学美術学科の学生アーティスト協力のもと尾道
さつき会「2019どんぐり工房カレンダー」を制作しました。
「Dream　Art」をテーマに、施設利用者の独自の感性表現に
より、夢の世界が広がっています。
　卓上カレンダーはこれまでより少し大きく、Ｂ6サイズになり
書き込むスペースが広がっています。卓上カレンダーとセットで
1,000円（税込み）です。必要に応じて宅配や郵送も承ります。
問い合わせ：尾道さつき作業所
　〒722-0021　尾道市久山田町101
　☎0848（23）8004　FAX：0848（23）8091
　担当者　岡田

ボランティア活動紹介「因島地区編」



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

 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） 13：00～16：10（約30分） 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） 13：00～16：10（約30分） 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 13：00～15：50（約40分） 離婚・相続等調停に関すること 

法律（元公証人） 13：00～16：10（約30分） 相続・遺言書に関すること 
成年後見（社会福祉士） 13：00～15：50（約40分） 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） 

10/17、11/21、12/19
毎月1日から予約受付
11/14、12/12、1/17

11/6、12/4、1/8
11/16、12/21、1/18
11/13、12/11、1/8

毎週月曜日 10：00～12：00　13：00～16：00 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9～17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、お問合せ　☎ 0848（21）0322

（平成30年7月21日～平成30年9月20日受付分）

【本所受付分】
（7月分）
安井　友教 （吉和町　亡母　満子） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

（８月分） 
奥原　幸信 （美ノ郷町　亡妻　孝枝） 金一封
鈴木　美穂 （栗原町　亡父　梶田教市） 金一封
上野　幸子 （高須町　亡夫　泉） 金一封
神原　由美 （原田町　亡夫　伸二） 金一封
杉原　　榮 （長江三丁目　亡夫　正夫） 5,000
高野　智志 （向東町 亡母　サワ子） 金一封
細谷千代子 （門田町　亡夫　義之） 金一封
実政智恵子 （美ノ郷町　亡夫　浩） 金一封
佐藤　吉宏 （西藤町　亡母　春香） 100,000
林　江千子 （原田町　亡子　耕治） 金一封
長江　孝子 （山波町　亡夫　完） 金一封
吉末　　聖 （栗原町　亡妻　敬子） 金一封
江木万知子 （原田町　亡夫　修） 金一封
山根　冨嗣 （浦崎町　亡妻　蓉子） 金一封
畑橋　郁雄 （向東町　亡父　五夫） 金一封
佐原　麻友 （東則末町　亡夫　愛久） 金一封
吉浦　　充 （原田町　亡父　福男） 金一封
宮本　大造 （向東町　亡父　一正） 50,000
富岡　真弓 （栗原町　亡父　義 ） 金一封

（９月分）  
豊田　　隆 （浦崎町　亡妻　静子） 金一封
大本　数吉 （長江三丁目　亡妻　鈴枝） 金一封
寺曽　　登 （山波町　亡母　洋子） 金一封
大本　邦夫 （長江三丁目　亡母　鈴枝） 金一封
宗尻眞理子 （原田町　亡義母　豊身） 金一封
道上　早苗 （美ノ郷町　亡父　秀夫） 金一封
貸谷　康治 （向東町　亡母　冨美子） 金一封

匿　　　名 （1件） 金一封

【御調支所受付分】
（7月分）
浅田　　寛 （御調町大田　亡母　ヨシエ） 金一封

（8月分）
西奥　哲治 （御調町大山田　亡父　貞行） 金一封
揚田　多聞 （御調町植野　亡妻　絢子） 金一封
後藤　京子 （御調町平木　亡夫　義美） 金一封

（9月分）
髙場　永典 （御調町神　亡母　サダコ） 金一封
掛　　　定 （木ノ庄町　亡妻　スミヱ） 金一封
東風上繁子 （御調町津蟹　亡夫　義尚） 金一封
向井　克義 （御調町市　亡母　雪子） 金一封

【向島支所受付分】
（7月分）
力本　博子 （向島町　亡夫　勝彦） 金一封

（9月分）
村上　史郎 （向島町　亡母　綾江） 金一封
舟橋　光通 （向島町　亡父　一光） 金一封
中谷　浩一 （向島町　亡母　夏子） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

【因島支所受付分】
（7月分）
峯松　英雄 （因島中庄町　亡父　敏幸） 金一封

（8月分）
宮地　幸夫 （因島中庄町　亡父　和男） 金一封
柏原　繁広 （因島中庄町　亡母　多喜子） 金一封

井川　好隆 （因島中庄町　亡母　美智子） 金一封
田頭　敏宏 （因島中庄町　亡母　フキ子） 金一封
宮地　啓介 （因島中庄町　亡父　弘美） 金一封
青木　　茂 （因島中庄町　亡母　照子） 金一封
河野　　靖 （因島大浜町　亡母　フサミ） 金一封
河野　　学 （因島大浜町　亡母　マサミ） 金一封
田頭　久子 （因島中庄町　亡夫　克彦） 金一封

【瀬戸田支所受付分】
（8月分）
越智　茂文 （因島中庄町　亡父　俊和） 金一封
寺岡　俊幸 （瀬戸田町沢　亡母　康子） 金一封
村上　貴延 （愛媛県越智郡　亡母　フミエ） 金一封
山本　盛正 （瀬戸田町沢　亡母　サツキ） 金一封

一般寄付
亀田　千里 （日比崎町） 金一封
熊本市社会福祉協議会（熊本市） 185,000
水俣中央商店街 元気玉募金 50,000

（株）メディカ・ライン  代表取締役  佐藤 望 400,000
大本　幹彦 （御調町今田） 金一封
ボランティア元気会（瀬戸田町瀬戸田） 30,000
松本　　忠 （瀬戸田町中野） 100,000
匿　　　名 （3件） 金一封

市社協指定寄付金（計） 1,382,000
地区社協指定寄付金（計） 680,000

物品寄付
（株）神戸物産（兵庫県） アイスチーズケーキ
金光教栗原教会むつみ会 雑布 40枚
得本医院（向島町） 飲料水  20ℓ 5箱  2ℓ 66本

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30年7月21日～平成30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
）

（株）オクモト
（一社）尾道薬剤師会
黒瀬歯科医院
海龍寺

（有）細谷石油
（株）ファーマシィあすなろ薬局
上田開発（有）

岡田車輌
樫木建設（株）
金剛講備北支部（北之坊）
三信建設（株）

（株）保成工業
（株）中国交通
市薬局

みつきのべんり屋
（有）モリタ美研
（有）ヤマト鉄工
（有）ユニリュウ
吉田建設（株）
リョービミツギ（株）
（株）みつぎ交流館

おのママサポーターズ
尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会
ほおずきの会
障がい者パソコンボランティア

（社福）あづみの森　

尾道ねたきりになら連
NPO法人広島県視覚障害者自立支援センターさん・あい
尾道市御調地区老人クラブ連合会
みつぎ手話サークル「ひよこ」
御調要約筆記サークル「キンモクセイ」

朗読録音ボランティア「ひばり会」
託児ボランティア「子育てほっとサポート」
おはなしラッコ
ハートステーションなないろ
国際ソロプチミストしまなみ

河野温泉
藤本酒店

（株）大畠商会
田熊巻幡医院

（有）新生企業
（有）池田洋品店　
（株）丸松　

瀬戸内興産（株）　
漢字同好会
ゴトウ石油（株）
よこた歯科医院
谷尻建設（株）

（有）東邦断熱

村上　光範
南　由美子
新谷　利寛
深澤　利雄
普家　俊一
瀬尾　暁史
村島　公司
宮地　正男

村上　　瑞
田頭　良江
山本　初子
藤井ミツ子
宇都宮和子
稲岡　敬一
稲岡　和代
力本　博子

山元美佐枝
稲田由美子
安松　玲子
池田みや子
三阪ミヤ子
河村ナルミ
河村　博司
毎田佐智子

日寺　節子
上田美惠子
大戸　公子
杉原　敏子
清政佐代子
鎰広　清子
殿山千代子
福島　民子

大田垣千恵子
今田冨士子
渡辺美代子
田渕　　剛
石川　重信
根本　　正
黒飛　文子
住元　豊子

秋山惠美子
葛西　久子
池田冨士子
井上　鈴子
平田　愛子
砂田　久江
小林　悦子
福島　芳子

高崎　久子
児玉フジエ
森岡　久子
森下　美和
井上小夜子
松浦須美江
匿　　　名

青山　富江
瀬戸　芳枝
三佐尾寿惠
青山　隆子
泉　百合子
島谷　和子
細谷　敏枝
瀧口　文雄

鷲見　里子
沖田　朋子
大久保洋子
山路　圭子
森　　京子
奥村　容子
浜中五十鈴
山元　正義

賛
助
会
員（
個
人
）

団
体
会
員

オレンジカフェの紹介オレンジカフェの紹介
認知症の人やご家族、地域の方、専門職等、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。

【喫茶かたふじ】※６月にオープンしました!!
日　時　毎月第２月曜日10:00～11:30開催
　　　　（祝日も開催します。11月12月はお休みです。） 
場　所　いきいきサロン高根 潮香園（瀬戸田町高根595）
参加費　１人100円（お茶・お菓子代）
問い合わせ　尾道市南部地域包括支援センター
　　　　　　瀬戸田支所　☎0845（27）3847

【12月】クリスマス会
日　時　12月４日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター1階　和室
内　容　・『ピアノとフルートのコンサート』
　　　　　奏者：サウンドミュージャ（植田美佐雄・ミチコ夫妻）
　　　　・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

●在宅介護者の集い●

ゆっくりお茶を
飲みに来てくだ
さい。お待ちし
ています。

　認知症の基礎知識や対応方法を、
寸劇を通して学びます。
日　時　11月１日（木）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター４階集団指導室
講　師　尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会
参加費　100円（テキスト代）
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

認知症サポーター養成講座開催 第3回 尾道市オレンジカフェ連絡会
～認知症にやさしいまちづくり～

　現在、尾道市内に20か所のオレンジカフェ（認知症
カフェ）が開設されています。オレンジカフェに興味がある
方やこれからオレンジカフェの開設を考えている方等、
是非ご参加ください。

日　時　11月22日（木）13：00～15：00
場　所　総合福祉センター４階大会議室

【プログラム】　
●講演｢認知症カフェの役割について｣
　講師　矢吹 知之 氏（認知症介護研究・研修
　　　　仙台センター研修部長・東北
　　　　福祉大学総合福祉学部専任講師）

●意見交換・交流会　など

申込み期限　11月9日（金）まで
申込み・問合せ先　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

原水爆禁止尾道市協議会（天満町） 10,000
小森　恒子（手崎町） 5,000
鐵萬商事（株）（長者原二丁目） 1,000,000
久福汽船（株）（新浜一丁目） 1,000,000
佐藤汽船（株）（新浜一丁目） 1,000,000
悠々パソコン同好会 20,000
つむぎ隊ｐｒｅｓｅｎｔｓうまれる映画自主上映会ｉｎ広島・東広島（東広島市） 10,000
尾道市クリーンセンター内日立造船（株）現場事務所一同 100,000
山丸汽船（株）（高須町） 1,000,000
尾道いきいき大学書道漢字講座二年生一同 36,000
尾道いきいき大学書道漢字三年有志一同 10,000

（株）佐藤工務店（高須町） 金一封
（株）オレンジホーム企画（上尾市） 金一封
（一社）島根県松江地区建設業協会青年部会（松江市） 金一封
おのみちバス（株）（東尾道） 500,000

（株）頑者（川越市） 50,000
寿製麺よしかわ（川越市） 87,847
尾道ウォーターフロント開発（株）（東御所町） 500,000

尾道駅前都市開発（株）（東御所町） 500,000
漢字同好会一同 15,000
国際交流ボランティア　フィーラス華 100,000

（株）ウィズ（目黒区） 100,000
日光山輪王寺堂務部（日光市） 10,000
万福寺仏教婦人会（西藤町） 30,000
Ｆｒｏｍ　Ｙｏｋｏｓｕｋａ（横須賀市） 212,761
尾道市認知症の人と家族の会 金一封
関西大学法律相談所（吹田市） 35,000
尾道ねたきりになら連 100,000
佐藤　光利  30,000
書道漢字1年生 14,000

（株）福井亀之助商店（東尾道） 1,000,000
トリム体操尾道（高須町） 42,000
尾道てっぱんくらぶ・尾道経済同友会有志・気仙沼キングズ・ガーデン職員 50,000

（社福）キングス・ガーデン宮城 職員一同（気仙沼市） 141,000
気仙沼みなとまつり“はまらいんや”会場（気仙沼市） 27,808
備後道路（株）（高須町） 300,000
三和鉄構建設（株）（高須町） 500,000
尾道商工会議所支店長会 50,000
尾道商工会議所女性会 50,000
ＡＮＧＥＬ ＰＡＲＴＹ（西則末町） 36,180

浄土寺「和のこころ」推進運動本部（東久保町） 302,679
全国日蓮宗女性教師の会（東京都） 50,000
尾道商工会議所・尾道住吉会 1,000,000

（株）セプルミエール（高須町） 200,000
サンボル尾道募金箱（向東町） 20,697

（有）轟屋（川越市） 49,352
グラトモツアーズWITH 43,080

（有）延広組（高須町） 1,000,000
大原　郁香（向東町） 金一封
尾道因島ライオンズクラブ（因島土生町） 201,625
尾道パイロットクラブ 70,000
清川　隆信 （御調町大蔵） 金一封
㈱みつぎ交流館道の駅クロスロードみつぎ（御調町大田） 38,771

（有）河岡不動産（向島町） 金一封
向島歩こう会（向島町岩子島） 金一封
尾道地区労働者福祉協議会因島地区 163,750
匿　　　名 （36件） 1,064,215

合計金額　  16,536,740円（9月20日現在）

尾道市災害義援金
平成30年7月28日～9月20日まで受付分
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自分の町を良くするしくみ自分の町を良くするしくみ
　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2９年度は、目標額2,150万
円に対しまして１９,９１４,３０７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きます。ありがとうございました。
※1,000円以上ご協力いただいた方には「赤い羽根×カープコラボ
ピンバッジ2018」をプレゼントしています。（なくなり次第終了）

(昨年の街頭募金)

19,914,307円
全額、広島県共同募金会へ送金

19,914,307円

尾道市域助成金

8,368,000円 3,672,443円 6,066,864円 1,807,000円

県域助成金

平成29年度共同募金実績額及び使途（平成30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）

福祉団体等市社協の事業 地区社協への助成

11月20日 尾道市社会福祉大会を開催 入場無料

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20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「夢と絆」　講師　蓮池　薫（新潟産業大学経済学部　准教授）
はすいけ かおる

赤い羽根共同募金にご協力お願いします赤い羽根共同募金にご協力お願いします

第
47
回

第
47
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21日（日）
9：30～15：00

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

職域募金

合　計

12,632,625

2,250,828

2,869,937

195,650

1,965,267

19,914,307

平成29年度の内訳（単位：円）

広島県共同募金会


