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ブックスタート
尾道に生まれたすべての赤ちゃんへ

い ま す︒早 期 教 育ではな く︑

赤 ちゃんと保 護 者 が 絵 本 を と

おしてふれあう 時 間をもつきっ

か け を 届 け ま す︒そのために

読み語りボランティアをはじめ︑

保育ボランティア︑民生委員児

して開始し︑尾道市では翌年２

は２００１年に世界２か国 目 と

イギリスで始まりました︒日本

テップアップとして︑市 からの

０ 年 からは３ 歳 児へブック・ス

ブックスタート・プラス︑２０１

２００８年からは１歳 半 児へ

まって 年︒子育て世代に認知

尾 道 市でブックスタートが始

ています︒

く さんの人 が 子 育てを 応 援 し

が 協 働で取 り 組んでお り︑た

童委員協議会︑図書館︑行政

００２年から尾道に生まれたす

受託金を財源に絵本のプレゼン

羽 根 共 同 募 金や 寄 付 金など市

﹁ブックスタートパック﹂は︑赤い

診時の親子へプレゼントしている

プレゼントしています︒４ヵ月健

１冊 選んでもらい︑プレゼント

中から自分が気に入った絵本を

プは︑３冊の絵本を読み︑その

ト・プラスとブック・ステップアッ

トを行っています︒ブックスター

ました﹂︑
﹁赤 ちゃんとのふれあ

て︑絵本を読むきっかけとなり

ました︒
﹁上の子の時にいただい

にしてくださっている方が増 え

され︑ブックスタートを 楽しみ

時 ６月２２日
（土） 13：30〜15：00
所 総合福祉センター
１階 和室
講 師 絵本読み聞かせ講師
「どんな絵本を読んだらいいかわからない」、
上甲 知子さん
「忙しくて読み聞かせをする暇がない」、
「絵本を
託 児 あり
（別室）
読んでも聞いてくれない」など、絵本の読み聞か
※事前申し込み必要
せがいいことは知っているけれど、なかなかうまく
【６月１７日
（月）締切】
いかないお父さん、お母さんへ、誰でも簡単に
申し込み 電話、
窓口でお申込みください
始められて、楽しく続けられるコツをお伝えします。 問い合わせ 社協地域福祉課 ☎0848（22）8385

ブックスタートは１９９２年︑ ナルのものになりました︒

べての子どもを対 象に︑絵 本を

民の皆様から寄せられた善意の

いの時 間に絵 本 を使っていきた

いと思いました﹂などのお声 を

しています︒
ブックスタートでは絵本

財源をもとに︑絵本１冊とアド
バイスブックレットをバッグに入れ
てお渡ししています︒バッグは２
０１７年から尾道市立大学の学
生がデザインした︑尾 道オリジ

︶﹂ いただいていま す︒これからも
の時間を﹁読む︵ read books
で は な く﹁分 か ち 合 う︵ share 絵 本 と と もに あ た たか なメッ
︶﹂と い う 思 い で 行 っ て セージを伝え︑心安らぐ楽しい
books
子育ての時間となる

ことを願っています︒

ブックスター トで

読み語りをしてくだ

さ るボランティアの

ペー ジ

方を募集しています︒
詳しくは

ください︒

ア養 成 講 座﹂をご覧

﹁読み語りボランティ

5

日
場

子育て講演会
『絵本で子育て講座』
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FAX 0848（20）0120

TEL 0848（22）8385

オレンジカフェ
（認知症カフェ）
の紹介
オレンジカフェ
（認知症カフェ）
は、
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、
現在、尾道市内に22ヵ所のオレンジカフェが開設されて
います。気軽に語らい、病気や介護の悩みを分かち合い
認知症の正しい理解を広げる場として関心が高まって
います。

【カフェ
『集』
】 ※４月にオープンしました！！
日 時 毎月第３土曜日 13：30〜15：00開催
場 所 地域ネットワークコミュニティ
「集」
（ニチエー三成店 敷地内）
参加費 １人100円
（お茶・お菓子代）
問い合わせ 介護老人保健施設 精彩会
☎0848（48）5511
４月20日
（土）、
「カフェ
『集』」がオープンしました。初回
は、認知症の人や家族、地域住民等13名が集い、参加
費100円でコーヒーやお抹茶を飲みながら、
困り事や介護
の工夫などについて語り合ったり、
お口の体操を楽しみま
した。女性参加者は、
「今日は来て良かった。皆さんとここ
で出会えたことは幸せ！良いご縁を頂きありがとうございま
した。」
と感想。

幼児安全法講習会
開催のおしらせ

子どもの成長に伴う事故の防止や起こったときの対処
の仕方などをわかりやすく勉強します。いざというときに
あわてないためにも、この機会に受講をお勧めします。
日
場

時
所

6月25日（火） 10：00〜11：30
生口島子育て支援センター「はっぴぃ」
（尾道市因島洲江町49-1 旧東生口幼稚園）
講 師 日本赤十字社幼児安全法指導員
対象者 子育て中の親子・子育て支援者
※子どもさんと一緒に参加できます。
※動きやすい服装でご参加ください。
参加費 無料
定 員 30名
申込み締切日 6月21日（金）
申し込み・問い合わせ
社協瀬戸田支所 ☎0845（27）3846
生口島子育て支援センター「はっぴぃ」 ☎0845（28）1345

第５回 おのみちボラネット交流会 2019
やまなみ しまなみ 坂のまち
〜ふくし海道 手をつなごう〜

尾道市全域のボランティアが集まって、
研修会及びシンポ
ジウムを行います。
このたびは、尾道市民活動と、
ボランティ
ア活動の事例報告会を行います。
市民活動とボランティア活
動、
お互いの活動や想いを知り関心を持つことで、
それぞれ
の持っている力を活かしていけるような出逢いの場です。

オレンジカフェを自宅で開催してみたい方、スタッフとし
て協力したい方、オレンジカフェに参加したい方など、
カフェについてのお問い合わせは、社協地域福祉課
☎0848（22）8385まで。

日赤救急講習会

「健康生活支援講習短期講習」
日常生活における事故防止の知識と思わぬ事故や災害
にあった人、急病になった人に対して救助する手当につ
いて学びましょう。
日 時 6月21日（金）10：00〜12：00
場 所 向島愛あいセンター 2階 第2会議室
講 師 日本赤十字広島支部
健康生活支援指導員 西本 登勢さん
参加費 無料
定 員 30名
申し込み・問い合わせ 社協向島支所 ☎0848（45）2113

御調支所 ☎ 0848（76）1231

日
場

時 ７月13日(土) 10：00〜15：00
所 総合福祉センター 4階 大会議室

《ボラネットイベント》

★催しコーナー ４階 大会議室
開会式 10：00〜10：10
活動報告会 10：10〜11：30
公開講座
◎ボランティア活動とまちづくり活動について
※公開講座は
アトラクション 12：20〜13：20
一般の方も
◎懐メロソング
（演奏：アンダーグランドバンド）
ご参加いた
シンポジウム
13：30〜14：50
だけます。
◎活動発表における意見交流会
講師 NPO法人市民プロデュース
理事長 平田 隆之さん
★喫茶コーナー ４階 ロビー 11：30〜13：30
ブラウニー[にこにこ日来ら始]
コーヒー [元気会]
★展示コーナー ４階 大会議室 10：00〜15：00
ボランティア活動内容のパネル展示
まちづくり活動内容のパネル展示
★フィナーレ

４階 大会議室 14：50〜15：00
◎みんなで楽しく歌いましょう

向島支所 ☎ 0848（45）2113

御調中央小学校で
ボランティア体験学習

― 御調ボランティアからの報告 ―
昨年10月、御調地区ボランティア連絡協議会の3サー
クルは、御調中央小学校6年生40名を対象に、手話、朗
読録音、
要約筆記のボランティア体験学習を行いました。
障害者や高齢者の支援については、尾道ボランティアど
んぐりの会に協力を依頼しました。各サークルが何を大切
に思い、
どんな活動をしているかを説明しました。
手話は、
自分の名前や挨拶の仕方を手話で表現し、
大切なのは伝えようとする気持ち。朗読は、見えない人に
も理解しやすい読み方や朗読を録音したCDを利用者に
郵送していることなど。
そして、
体験学習では要約筆記は
「名前と将来の希望」
を各自スクリーンに投影し、興味や
関心を広げてもらいました。
どんぐりの会では、
車椅子を自
分で操作したり、
アイマスクをつけて歩いて、視覚障害者
の思いを体験し、
支援のあり方について学びました。
各グループ20分で体験してもらうため、何をどう伝える
か 苦 心しまし
たが、児童の
活 発な意 見
や声に励まさ
れ 、私たちボ
ランティアも楽
しみながら行
うことができま
した。

いきいきサロン吉和が
立ち上がりました！
住民間で支えあい・助けあい活動を行い、誰もが住み
よいまちづくりを目指す小地域ネットワーク事業に2年間取
り組んだ結果、吉和地区で4ヵ所目のふれあいサロンが
立ち上がりました。
この日のサロンは、市社協の職員によるお手玉を使っ
たレクリエーションで盛り上がり、
みなさん楽しい時間を過
ごすことができました。
茶話会では、
自己紹介をし、
中には詩吟を披露してくだ
さる方もいました。
ふれあいサロンは始まったばかりですが、
とても和やか
な雰囲気で、参加した方からは、
「出かける機会が増え
てよかった」
「顔と顔を合わせる場ができてよかった」
「こ
のような集いをどんどんして欲しい」
と感想を聞くことがで
きました。
お近くの方はお誘い合わせのうえ、ぜひ一度お越し
ください。
毎月第 2
火曜日午後
1時30分か
ら、いきいき
サロン吉和
で開催して
います。

●在宅介護者の集い●

「なごやかカフェ」の紹介
「仕事がなかなか見つからない」、
「ずっと働いていな
いので就職できるか不安」、
「仕事がなかなか決まらな
い」、
「身近に相談する人がいない」、
「 家に引きこもって
いる」等の悩みを持たれている方を対象に、
コミュニケー
ションを通して、
悩みを共有したり、
情報交換をおこ
なっています。
２
カ月に１回開催し
ています。
お気軽にお問
い合わせください。
問い合わせ

くらしサポートセンター尾道
☎０８４８（２１）０３２２

因島支所 ☎ 0845（22）6562

最近笑顔で話をしていますか？
不安や悩み、
心配ごとはありませんか？
皆同じ立場の者同士です。
お気軽にご参加ください。

【6月】
〜温泉でリフレッシュ！
！〜

時には温泉に浸かってリフレッシュしましょう。
一緒に語りませんか。
日 時 6月18日
（火）
10：00〜15：30
場 所 福山コロナワールド
集合時間 9時50分（10時出発）
集合場所 尾道市総合福祉センター前
消防署跡地
参加費 一人2,500円
（食事・入浴料・部屋代・タオル・送迎込み）
定 員 20名（先着順 要申し込み）
申込期限 6月14日
（金）
まで
協 力 尾道市認知症の人と家族の会
申し込み 社協地域福祉課 ☎0848（22）8385

瀬戸田支所 ☎ 0845（27）3846

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）

障害者福祉センター
※尾道市在住の障害者手帳をお持ちの方が対象です。

「かろやか水中ウォーク」
お待たせしました。水中ウォークのご案内です。水の
中は身体も動かしやすく、楽しくリハビリできます。
介助者と一緒で安心です。
日 時 ６月20日、６月27日、７月４日
いずれも木曜日の14:00〜15:00
場 所 びんごコミュニティープール（現地集合）
講 師 吉原 重臣さん
持参物 水着、水泳帽、タオル、障害者手帳
参加費 無料
※必ず、前日までに申し込みをしてください。

「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。

６月「ポーセラーツ体験④」
白い陶器に転写紙（特殊なシール）を貼って自分だけ
の器をつくりませんか。今回で４回目になる人気の体験
教室です。ポーセラーツ体験してみませんか。
日 時 6月26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
参加費 600円〜1,000円
（カップ、皿など選ぶ材料によってかわります。）
定 員 15名（定員になり次第しめきり）
※参加申込みは６/11（火）9:30〜です。
※後日、作品を取りに来ていただくようになります。

７月「手ごねパンづくり教室」
一つの生地からピザパンとコーンパンを作ります。
スープも作って、軽いランチを楽しみませんか。
日 時 ７月18日（木） 10：00〜12：30
場 所 総合福祉センター ３階 調理実習室
講 師 西浦 敬子さん
定 員 15名（定員になり次第しめきります。）
参加費 350円
持参物 エプロン、三角巾、ふきん、台ふき、
ハンドタオル(手拭き用)
※申込みは6/26（水）9：30〜電話、窓口で受付けます。

児童センター
※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。
（就学前の子どもさんは保護者同伴でご利用ください）

★子どもいけばな教室
日

時

3回目 7月20日（土） ４回目 ８月24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

★世界のボードゲームであそぼ〜！
日 時
場 所
参加費

6月15日
（土）・7月20日
（土） 13：30〜15：30
総合福祉センター 2階 児童センター内
無料
※申込不要

★「ＫＡＰＬＡ」ブロックであそぼ〜！
日 時
場 所
講 師
参加費

6月29日
（土） 14：00〜15：30
総合福祉センター 2階 児童センター内
カプラインストラクター 日野 定幸さん
無料
※申込不要

老人福祉センター
※尾道市在住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。

しの笛の音色を楽しもう

しの笛の音色を楽しみましょう。
日 時 6月30日(日) 10：00〜11：00
場 所 総合福祉センター ２階 会議室
演奏者 しの笛会 野菊
参加費 無料
曲 目 ふるさと、夏は来ぬ、みかんの花咲く丘、
荒城の月など
※人数把握のため、事前申し込みが必要です。当日の参加も可能。

わかった! いつまでも健康でいる方法

〜健康のカギはお口から〜

健康で長生きするには、お口の健康が重要です。
歯科の先生からお話を聞いてみましょう。
日 時 7月4日(木) 10:00〜11:15
場 所 総合福祉センター 4階 大会議室
講 師 中尾 友紀さん〈中尾歯科医院 院長〉
シルバーリハビリ体操 うたごえ体操ミニ体験
参加費 無料
準備物 動きやすい服装、水分補給用の飲み物、汗ふきタオル
※人数把握のため、事前申し込みが必要です。当日の参加も可能。

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

母子・父子福祉センター

パソコン教室入門編
対
日

象 ひとり親家庭の方
時 9月15日〜10月６日 毎週日曜日 全４回
9：30〜12：30
場 所 総合福祉センター
受講料 3,000円
講 師 （株）
尾道キャリアスクール
定 員 10名
申込期限 9月10日
（火）

★夏休み特別企画★

「盲導犬メグちゃんと一緒に」
盲導犬に会ったこと、ありますか？
視覚障 害者の池田さんと盲導犬のメグちゃんから
いろいろなことを教えてもらいましょう。
親子での参加も大歓迎です。
日 時 ７月24日
（水） 10:00〜11:30
場 所 総合福祉センター４階 大会議室
講 師 池田紀美子さんとメグちゃん
対 象 尾道市内の小・中学生（保護者も可）
持参物 お茶、筆記用具
参加費 無料
※事前申し込みが必要です。

みんなで踊ろう〜盆踊り〜

おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、子
どもが一緒に輪になって踊ろう！！
日 時 8月4日
（日） 10：00〜11：15
場 所 総合福祉センター 4階 大会議室
講 師 上田 里恵さん（介護予防運動指導士）
参加費 無料
対 象 尾道市内在住の方
持参物 動きやすい服装・水分補給用の飲み物
浴衣での参加も大歓迎です。

※人数把握のため、事前申し込みが必要です。当日の参加も可能。

こども料理クラブ

〜まんぷクッキング〜
サンドイッチを作ってみよう♪
対 象 ひとり親家庭の小中学生
日 時 ８月25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200円
（材料代）
持ち物 エプロン・三角巾・ふきん・台ふき・お茶・マスク
申込期限 ８月20日
（火）

よりあい 広 場

福祉センター事業

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。
※事前申し込みをしてください。

6月「いざという時のために─防災の話」

昨年、尾道でも大雨災害のために大きな被害が出ました。
長期の断水も経験しました。
いざという時にあわてないように
日頃から出来る備えについてお話をしていただきます。
日 時 6月20日
（木） 10：00〜11：30
場 所 総合福祉センター 2階 会議室
講 師 尾道市総務課 生活安全係 職員
参加費 無料

7月「琉球芸能 てぃ〜な♪」
唄・三線のコンサートです。
お気軽にお越しください！
日 時 ７月30日
（火）
10:00〜11:30
場 所 総合福祉センター ４階
参加費 無料
ふる げん

夏休み中の小中学生
も、親子での参加も
どうぞ。

大会議室

た いち

唄・三線担当 古堅 太市さん
沖縄県浦添市出身で、高校を卒業して就職のため三原
市へ移り、二十歳を迎え故郷を感じる三線を独学で始め
る。現在は妻の太鼓を相方にし、施設へボランティアを始め、
各種イベントでも演奏されています。

『読み語りボランティア養成講座』
ブックスタート事業で読み語りをするボランティアを募集し
ています。絵本の読み聞かせに興味のある方、
子ども好きな
方をお待ちしています。一緒に楽しく活動しましょう。

【御

調】
（全２回）
時 ６月27日
（木） 10：00〜12：00
所 みつぎいこい会館
７月４日
（木） 13：00〜15：30
御調保健福祉センター
講 師 府中市立図書館館長 田中いづみさん
読み語りボランティア
「おはなしラッコ」会員
内 容 読み語りボランティア入門、
ブックスタート事業の
見学実習
申込期限 ６月20日
（木） 電話、
窓口でお申込みください
申し込み・問い合わせ 社協御調支所 ☎0848（76）1231
日
場

【瀬戸田】
（全２回）
日

時

①７月11日
（木） 13：30〜15：00
②７月12日
（金） 13：30〜15：00
場 所 瀬戸田福祉保健センター
講 師 ①ボイストレーナー 武田 智子さん
②読み語りボランティア
「ひよこちゃん」会員
内 容 絵本の読み方・選び方・ブックスタート事業につい
て基本的な学習
申込期限 ７月５日
（金）電話、
窓口でお申込みください
申し込み・問い合わせ 社協瀬戸田支所 ☎0845（27）3846

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

御調地域

みつぎ乗合タクシーの今を報告

昨年10月から、御調町内の支線バス廃止に伴い、
みつぎ乗合タクシーが運行しています。町内を３ブロック
に分け、１ブロックにつき週２日朝１便、帰り３便が、
事前の予約で、自宅近くから病院やスーパーマーケット
のある町内中心地に向け走り、運賃は300円（障害者、
小学生以下半額）です。
（敬老優待及び障害者優待
バス券利用可能）
10月から３月まで559名の方が、利用されました。
これからも、移動手段として、利用しやすい形で継
続できるよう、4月にアンケートを行い、70代から90代
の123名の方に回答をいただきました。
その結果、現在7割の方は、自分の車やご家族の車
で外出していますが、半数以上の方が、今後利用した
いとの回答がありました。また、利用方法など知らない、
手続きや予約が面倒との意見もあり、周知や、利用に
向けた支援が必要な点も分かりました。
実際利用されている方からは、
「運転手さんが親切」
「家の前まで来てくれて便利」等の意見もありました。
町内の移動手段として、みなさんにしっかり利用し
てもらえる
よう、紹 介
し応援して
いきたいと
思います。

リョービ社会貢献基金から活動助成

３月25日（月）NPO 法人リョービ社会貢献基金（理
事長 浦上 浩）から、御調町内のボランティアグルー
プ（お掃除ボランティアさわやか・朗読録音ボランティ
ア「ひばり会」）と、ふれあいサロン（大蔵睦会・平な
ごみ会・大田「ひまわり」）認知症カフェ（オレンジカ
フェ「耳をすま
せ て」
）の ６ 団
体 に 対 し、活
動助成金を頂き
ました。今後の
社会福祉活動
の充実に活用さ
せていただきま
す。ありがとう
ございました。

社協 介護保険事業所 職員募集
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。

（正規職員）社会福祉士・保健師・在宅経験のある
看護師・主任介護支援専門員
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：菅近 ☎0848（21）1262

老人福祉センター 厚生員 募集
市内の60 歳以上の方に、生き生きとすごしていただく
ための教室、行事を企画・運営する職員を募集します。
詳しくは、お問い合わせください。 ☎0848（22）8385

市社協「会員」募集のお願い

尾道市社会福祉協議会では、市民の皆様に会員として
いただいた会費を、法人運営や地域福祉活動、ボランティア
活動などの事業費として活用させていただきます。
「会員制」
についてのご理解をいただき、右記の会費へ
のご協力をよろしくお願い申し上げます。

福祉総合相談
相談担当

法律（元公証人）
傾聴ボランティア コスモス
（こころの悩みごと）

要予約

法律（元調停委員）

《平成30年度の状況》

世帯会員 会費（年間） …… 150円

世帯会員…… 6,990,050円
団体会費……… 219,000円
賛助会費…… 1,537,000円
合
計…… 8,746,050円

団体会員 会費（年間） … 3,000円
賛助会員 一口 ………… 1,000円

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〕
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 日 時

法律（弁護士）
法律（司法書士）

《会員の種類》

相談内容

6/19、7/17、8/21
毎月1日から予約受付

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

7/11、8/8、9/12

13：00〜16：10（約30分）

登記・相続等の手続きに関すること

7/2、8/6、9/3

13：00〜15：50（約40分）

離婚・相続等調停に関すること

7/19、8/16、9/20

13：00〜16：10（約30分）

相続・遺言書に関すること

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

【くらしサポートセンター尾道】様々な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（予約制）
ご相談、お問合せ ☎ 0848（21）0322

（平成31年3月21日〜令和元年5月20日受付分）
【本所受付分】

【向島支所受付分】

一般寄付

（3月分）

（3月分）

國貞 峯子 （手崎町）

岡田

柳 （向東町 亡夫 善登）

金一封

赤阪 和行 （福地町 亡母 トミコ） 金一封

新田 隆雄 （向島町 亡母 一子）

金一封

金一封

瀬戸田町グラウンドゴルフ協会城山支部（瀬戸田町）
金一封

安保 幸美 （向島町 亡義父 一政） 金一封

渡壁 裕幸 （百島町 亡父 良知）

金一封

岡島 邦浩 （向島町 亡父 正人）

金一封

山本 康清 （木ノ庄町）

濱本 淳子 （向東町 亡夫 文之）

金一封

匿

金一封

因島高等学校第27回同窓会

金一封

大澗ルリミ （福山市 亡母 トシヱ）

金一封

匿

金一封

名 （2件）

名 （1件）

100,000

大亀 正美 （美ノ郷町 亡母 美伎江） 金一封 （4月分）
匿

名 （1件）

金一封

𠮷原 章展 （向東町 亡父 巖）

金一封

木梨 良正 （向島町 亡母 キヨコ） 金一封
（4月分）

向井

賞 （向島町 亡父 守）

市社協指定寄付金（計）

711,293

地区社協指定寄付金（計）

1,185,000

金一封

広角 修良 （美ノ郷町 亡母 隆子） 金一封

村上 友浩 （向島町 亡父 巧）

金一封

物品寄付

大前 一郎 （栗原町 亡妻 裕子）

金一封

𠮷原 信尚 （向島町 亡父 律夫）

金一封

瀬戸 良顕 （栗原東一丁目）

行廣 和治 （美ノ郷町 亡妻 真美） 金一封

𠮷原 英雄 （向島町 亡母 敬子）

金一封

金光教栗原教会むつみ会（長江三丁目） 雑巾 20枚

高橋佐智子 （原田町 亡夫 嘉寿）

金一封

黒飛 吏司 （向島町 亡父 司朗）

金一封

森根 健博 （向東町 亡父 聰）

金一封

髙杉 道代 （向島町 亡夫 敏之）

金一封

岩永 久子 （向東町 亡夫 賢次）

金一封

木曽 研治 （向島町 亡妻 美智枝） 金一封

有木 克之 （原田町 亡母 スエノ） 金一封

濱浦志保香 （向島町 亡母 弘枝）

金一封

住田 千恵 （東則末町 亡夫 好広） 金一封
匿

金一封 （5月分）

名 （1件）

（5月分）
藤原由紀宏 （美ノ郷町 亡母 サツヨ） 金一封
岡本

國延 洋子 （向島町 亡夫 武）

金一封

岡

金一封

溢子 （向島町 亡夫 茂）

尾田 温威 （向島町 亡母 トシエ） 金一封

聖 （向東町 亡母 サワエ） 30,000

熊丸 博子 （山波町 亡夫 信治）

金一封 【因島支所受付分】

浅図 祥子 （横浜市 亡母 榊原ミツ子）金一封 （3月分）
持倉 敏和 （広島市 亡父 卓二）

金一封

東

啓子 （因島中庄町 亡母 村上愛子）金一封

介護用品

会費ご協力
ありがとうございました
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31年3月21日〜令和元年5月20日受付分）

賛助会員
尾道生彩会

内海

耕作

川柳同好会

花田 真明

かな同好会

渡辺

加納

彰

大浜地区社協

井上

寛

望裕

栗原 良一 （美ノ郷町 亡母 眞里子） 金一封
鎰廣 和哉 （原田町 亡父 隆）

団体会員

金一封 （4月分）
岡野

岡田 廣司 （吉和町 亡妻 眞由美） 金一封

松浦 良彦 （因島中庄町 亡父 佳規） 金一封

音楽ボランティア
「あひる」

藤井 恵子 （浦崎町 亡夫 嘉了）

金一封

酒井 秀樹 （因島大浜町 亡父 進） 金一封

よろずボランティア
「たんぽぽ」

金一封

菱田 和子 （因島中庄町 亡夫 太郎） 金一封

向島手話サークル「高見」

匿

介助ボランティア
「はなみずきの会」

島田

潔 （西藤町 亡母 幸恵）

渡邉 正彦 （向東町 亡義父 石本久夫）金一封

聡 （因島田熊町 亡父 操） 金一封

要約筆記ボランティア
「しまなみ」

瀬戸 芳枝 （美ノ郷町 亡夫 徹行） 金一封

名 （1件）

金一封

向島点字サークル「きずな」

山根 眞悟 （向東町 亡妻 喜代美） 金一封
匿

名 （1件）

金一封 （5月分）

潮風おはなしクラブ

杉本 年六 （因島洲江町 亡兄 成） 金一封
【御調支所受付分】

續木 信江 （因島中庄町 亡夫 正雄） 金一封

（4月分）

宮地 眞良 （因島三庄町 亡義父 松雄）金一封

要福地 豊 （御調町津蟹 亡母 キヨコ）金一封

（平成31年3月21日〜令和元年5月20日受付分）
（敬称略・順不同）

立石 安次 （御調町貝ヶ原 亡母 華津美）金一封 【瀬戸田支所受付分】

市 御調支所募金箱

仲森 通晴 （御調町中原 亡父 久美） 金一封 （5月分）
植

覺 （御調町大田 亡妻 幸子） 金一封

尾道市災害義援金
金一封

杉野 隆一 （広島市 亡祖母 純子） 金一封

広島県中小企業家同友会尾道支部青年部会 26,200

匿

平成３１年向東還暦同窓会

名 （1件）

金一封

行事の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

100,000

2019年度

尾道市総合福祉センター

夏休みチャレンジ教室
いろいろな人たちと出会える福祉センターで、日頃、なかなか体験できないことにチャレンジしよう!!
すべ

おう ふく

もう

こ

◇全て往復ハガキで申し込みください。（小・中学生対象）
行事名

日にち

時間

材料費

糸かけマンダラを

7/25（木）

10:00〜12:00

500円

糸かけマンダラは、板に立つピンに自分で
・筆記用具
選んだ色の糸をかけながらマンダラの模様
・タオル
を立体的に作っていきます。

7/26（金）

10:00〜12:00

無料

赤ちゃんの誕生や発達について優しく教えて
・筆記用具
もらいます。その後、児童センターに集まる、
・タオル
0歳〜3歳の小さなお友だちと遊んでみよう！

いと

つくろう！
あか

コンニチハ赤ちゃん
こうりゅうじぎょう

〜ふれあい交流事業〜
ボードゲームを
つく

作ってみよう！

もり

まも

づく

天体観測をしよう

にち

たいけん

１日ボーイスカウト体験

・お茶

20名

20名

300円

8/1（木）

10:00〜12:00

300円

森の恵みを使って、お守り作りに挑戦！ひのき ・筆記用具
の木のにおいやぬくもりを体いっぱい感じよう。 ・タオル

・お茶

8/2（金）

10:00〜12:00

200円

宇宙 ・筆記用具
宇宙少年団リーダー 児玉英夫さんに、
のお話や星の見方など教えてもらおう!!
・タオル

・お茶

8/6（火）

10:00〜12:00

300円

仲間たちと遊びながら、いろいろなことを身に
・筆記用具
つけて、
より良き社会人を目指すボーイスカウト
・タオル
活動を体験してみよう。
（ロープ結び体験など）

◆官製往復ハガキの書き方
《往信用》

・お茶

定員

10:00〜12:00

うちゅうたんけんだん

宇宙探検団

持参物

7/31（水）

森のかけらでお守り作り

てんたいかんそく

容

・筆記用具 ・お茶
サイコロを使って遊べるゲームを作ろう。す
・タオル
ごろくで和・洋・中の料理人になっておいしい ・ぺッﾄボトルのキャップ５つ 20名
料理を完成させよう。
・作品を入れる袋

もくいく

〜木育〜

内

《返信用》

・お茶

20名

20名

20名

★申込受付は、
6月11日
（火）
〜7月9日
（火）
17:00までです。
（※当日必着）
★当否の決定ハガキは、
７月12日
（金）
までに発送します。

✿自分で選び、書いて
申し込むところからが
チャレンジ教室！
（本人申込優先）

〜おねがい〜
★尾道市内に住んでいる小・中学生が対象です。
★一人2枚
（2種類の教室）
まで申し込めます。
★申し込みが多い場合は抽選となります。
★一枚の往復ハガキに一人・一つの教室を書いてください。
★申込者以外の参加は、
出来ません。
（兄弟間などの変更希望も受け付けません。）
★教室は、
子どものみの参加となります。

尾道市
総合福祉
センター

問い合わせ
尾道市総合福祉センター内（尾道市社会福祉協議会）
「夏休みチャレンジ教室」係まで
☎０８４８
（２２）
８３８５
（月曜日を除く 9:00〜17:00）

行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

