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共同募金は尾道市内のさまざまな活動に役立てられています！

﹁赤い羽根共同募金﹂は︑私たちのまちで役立てられる募金です︒
皆さまの温かいご支援︑ご協力をお願いいたします！
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赤い羽根共同募金は自分の町を良くするしくみ
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今年も︑ 月 日から
赤い羽根共同募金運動が
全国一斉に始まりました︒
尾道市内では︑毎年 月
日・ 日︑ 月 日・
日に街頭募金を実施し︑
多くの方々に募金活動の
ご協力をいただいており
ます︒平成 年度の尾道
市共同募金委員会の実績
は1 9︑2 9 1︑3 0 4 円
で︑ご協力いただいた募
金の約 ％ が︑尾道市内
の福祉活動に活用され︑
残り約 ％ は︑広域的な
地域福祉活動に使われて
います︒皆さまのご支援︑
ご協力有難うございます︒
尾道市共同募金委員会で
は今年度も2︑
150万円
を 目 標 額 と し て い ま す︒
1︑
000円以上のご寄付
カー
には︑﹁赤い羽根 ×
プコラボピンバッジ﹂を
お渡ししていますので︑
皆さまのご協力をよろし
くお願いいたします︒

平成30年度の内訳（単位：円）

▲瀬戸田支所にて看取り研修会

▲子育てサロン交流会にて人形劇
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▲向島地域の子育てサロン
「すくすく」

▲日比崎中学校にて出前福祉教室

▲因島支所にて地域づくりフォーラム

▲おのみち福祉まつり
▲御調支所にてブックスタート事業
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FAX 0848（20）0120
TEL 0848（22）8385

戸別募金

12,283,550

街頭募金

2,075,965

法人募金

2,952,825

学校募金

231,138

職域募金

1,747,826

合同サロン

西藤のつどい

満越ふれあいサロン

サロン支援員訪問記

中野・平

サロン支 援 員がみなさまのサロンへおじゃましました︒
ふれあいサロンでたくさんの笑顔に出会いました︒
尾道市内各地域で開催されているふれあいサロンは
１７３ヵ所あります︒みなさんもお近くのふれあい
サロンへお出かけください︒

三美園団地ふれあいサロンひだまり

「瀬戸田地域ボランティア推進講演会」 オレンジカフェ（認知症カフェ）の紹介
のお知らせ

瀬戸田地域で活動しているボランティアグループのみなさ
ん、
公民館で学ばれている自主サークルグループのみなさん、
地域のふれあいサロンのお世話をされているみなさん、
そし
て、
ボランティア活動に関心のある地域のみなさん「みんなの
ために 自分のために」今何が求められているか、
ご一緒に考
えてみませんか？
日
場
講

演

時
所
師

11月10日
（日） 13：30〜15：00
瀬戸田市民会館 ２階 多目的ホール
公益財団法人
ひろしまこども夢財団理事長
三好久美子さん
題 「出会って、
知って、
つながって」
※申込不要・入場無料

【主 催】瀬戸田ボランティア連絡協議会
【問い合わせ】社協瀬戸田支所 ☎0845（27）3846

11月19日
日
場
式

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
もできます。皆さまのご参加をお待ちしています。

【オレンジカフェひだまり】
６月にオープン!
日 時 毎月第１木曜日 13：30〜15：00開催
場 所 江奥コミュニティセンター
（ひだまり交流館）
参加費 １人100円
（お茶・お菓子代）
主催団体 オレンジメイトひだまり
問い合わせ 尾道市向島地域包括支援センター

☎0848（41）9240

ここは、みんなが集まれる
場です。
どなたでもゆっくりお茶を飲みに来てください。
地域の中で声かけあえるような、あったかいまちづくりをおこ
なっていきたいと思います。
（藤田代表より）

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。
時 11月19日
（火） 13:30〜16:00
（12:30から受付）
所 総合福祉センター
（４階・大会議室）
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「２つのコンプレックスが私の武器になった」
すず き

講師 鈴木

とおる

徹（走り高跳びプロ選手/日本初の義足のプロアスリート）

御調支所 ☎ 0848（76）1231

向島支所 ☎ 0848（45）2113

♪♪こんにちは、音楽ボランティア

あひる

ブックスタート読み語りボランティア

「なのはな」です

で〜す♪♪

あひるは1996年１月、
向島町社会福祉協議会の要請によ
り向島町公民館講座「ふれあいコーラス」
を母体に19名の
有志で発足しました。今年で満23歳、
メンバーは男性1名を
含む15名、
24年目のスタートです。
主な活動場所は町内にある特別養護老人ホーム
「橘花
苑」
「向島ケアハウス」等で月2回の音楽活動を実施してい
ます。
また他の老人施設や地域のサロン、敬老会への依頼
があれば出かけています。
プログラムは、歌や楽器・音楽に合わせたストレッチ、指の
マッサージなど盛りだくさん！気持ち良さそうに居眠りする人、
目を閉じてタクトを振る方、突然直立して軍歌を歌いだす男
性・
・
・。参加の仕方はそれぞれ違っていますが、
「ともに楽し
む」
ことを合言葉に頑張っています。
音楽療法としての活動を続けていくために、磁場の会の
音楽療法の講座を受けたり、105歳で亡くなられた「生き方
上手」の著者、
日野原重明先生の夏期講座や講演を拝聴
したり、
音楽を通して
のふれあい方を勉
強しました。
これからも、
みなさ
まとのふれあいを大
切 に 、音 楽 ボラン
ティアの活動を続け
て参ります。

私たちは、昨年度より、
おのみち学校で本を読む会「ルピ
ナス」の活動を引き継ぎ、
ブックスタート事業で読み語りボラン
ティアとして活動しています。
春先にやさしい黄色の花をつける菜の花は、
自然に種が
こぼれ、毎年花を咲かせます。子どもと保護者の心に、絵本
を通してふれあう時間をもつ大切さや喜びの種を蒔こうという
意味をこめてグループ名をつけました。心に蒔かれた種はい
つ芽を出すかわからないし、
目に見えるものでもありません。
だ
からこそ、
一人ひとりの子どもに真剣に向き合って本を届けた
いと考えています。
そんな私たちを元気づけてくれるのは、
子
どもたちと保護者の笑顔です。読む本は同じでも、
子どもたち
の反応は一人ひとり違い、
いつも新鮮な気持ちで活動してい
ます。
９月には絵本選びの講演会を行いました。10月からは
ボランティア養成講座が始まります。活動内容も徐々に増え
てきましたが、
みんな笑顔で活動しています。

しまなみビーチクリーン活動を終えて
因島ボランティア連絡協議会
副会長 村上昌子
９月７日
（土）
の９時から、
しまなみビーチクリーン活動を行
いました。
水軍まつりを終えての恒例の活動となり、今年で12回目を
迎えました。島内全域よりボランティア団体、民生委員、大浜
地区住民、
中高生など100名を超える方が参加されました。
海水浴やキャンプ、
祭りなどで賑わった後のゴミは減ってきて
いるようですが、
まだ多く、
特にタバコの吸い殻が広範囲に捨
てられていました。
トラックで運ぶほどのゴミでしたが、毎年参加されている
方々の手際の良さと若者の力強さ、
行動力が合わさって、
作
業はスムーズに進みました。
色々な地域や世代の人たちによって、
島の行事や伝統が
受け継がれていく中
で、ボランティアの
『縁の下の力持ち』
の大切さを感じない
ではいられません。
これからもクリーン
活 動の輪 がさらに
広がり、続いていく
事を願っています。

因島支所 ☎ 0845（22）6562

御調町で楽しく
暮らそう交流会
参加者募集中
御調町外から引っ越して来られた方や、久し振りに町内
へ帰られた方などが、地域の方とつながる場です。地元
で活動しているボランティアさんと干し柿のカーテンを
見ながら手作りピザを食し、御調町の暮らし方について
お話ししましょう。
日
場

時
所

11月８日
（金） 10：00〜15：00
尾道柿園（御調町菅203）
（現地駐車場が少ないため、
乗り合わせに
したいと思います。
ご相談ください。）
参加費 300円
（飲食代として）
申し込み・問い合わせ
社協御調支所 ☎0848（76）1231（担当：石井）

瀬戸田支所 ☎ 0845（27）3846

福祉センター事業

月曜日は休館日（申込み・問い合わせは火〜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。

「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「秋を楽しもう〜おはぎ作り〜」

あんこ、
あおのり、
きなこなど、
いろいろなおはぎを作ります。
わいわい作っておいしくいただきましょう。
日 時 10月30日
（水） 10:00〜12:00
場 所 総合福祉センター３階 調理実習室
講 師 則信喜久子さん
参加費 350円
持参物 エプロン、三角巾、
ふきん、台ふき
定 員 20名
（定員になり次第締め切ります）
申込みは、10月10日
（木）
9:30から受付けます。

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

7回目 11月16日（土）
8回目 12月14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

老人福祉センター
※尾道市在住60歳以上の方対象です。
※申し込み受付はご本人のみとさせていただきます。

アロマでリラックス♡
笑顔になれるハンドマッサージ

香りは心と身体にやさしくはたらきかけます。健康を
保ち、豊かな生活を送りましょう。
日 時 11月5日
（火） 13:30〜14:30（午後開催）
場 所 総合福祉センター2階 会議室
講 師 今岡雅子さん
定 員 20名（定員になり次第締め切ります）
参加費 400円（材料代として）
申込受付 10月12日
（土）13:30〜社協窓口・電話で受付します。

11月「クリスマスリース作り」

アートフラワーを使って作るミニリースです。
みんなで作ってワクワク。飾ってワクワクしましょう。
日 時 11月27日
（水） 10:00〜11:30
場 所 総合福祉センター1階 作業室
講 師 柴原克恵さん
（リース工房 野の花主宰）
参加費 800円
持参物 工作用ハサミ、工作用ボンド、作品持ち帰り用の袋
定 員 12名
（定員になり次第締め切ります）
申し込みは、10月30日
（水）
9:30から受付けます。

12月「クリスマスランチ会」

美味しいパスタとドルチェが味わえる素敵な空間でランチ
を楽しみませんか。
日 時 12月19日
（木） 11:30〜12:30
場 所 オステリアブリランテ
（尾道市高須町4807-2）
参加費 1,500円程度
（実費）
定 員 15名
（定員になり次第締め切ります）
申し込みは、11月27日
（水）
9:30から受付けます。

★けん玉であそぼ〜！
日

時

10月12日（土）13:30〜15:30
11月９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
※月曜日以外のお休み
10月18日（金）
・19日（土）は、福祉まつり準備のため、
10月22日（火）は、即位礼正殿の儀のため、
休館いたします。

干支の押し絵を作ろう（子）

干支は福を招く開運のお守りです。干支の押し絵を
作って新年を迎えましょう。初心者でも1日で出来ます。
おしゃべりしながら楽しく制作しましょう。
日 時 11月14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
定 員 20名（定員になり次第締め切ります）
参加費 1,700円（材料代として）
持参物 手芸用ボンド・断ち切りばさみ
竹串・ご自分の昼食とお茶
申込方法 10月16日（水）13:30〜
社協窓口・電話で受付します。

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

よりあい 広 場

福祉センター事業

10月「腸から元気に！美しく！」
健康に過ごすためには腸内環境がとても大切です。
身体の中から元気に美しくなりましょう。
お話30分のあと軽い体操を30分します。
日 時 10月23日
（水） 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

11月「尾道散策〜開港850年の謎にせまる！」
みなと尾道に点在する石造物や港湾設備を巡り、
当時
の尾道に思いをはせながら楽しく散策しましょう。
日 時 11月８日
（金） 10:00〜12:00
集合場所 長江ゆとりの広場
（9:50集合）
コース 住吉浜〜新涯地区〜浄土寺
（12:00解散）
講 師 加藤慈然さん
（妙宣寺 住職）
定 員 40名
（定員になり次第締め切ります）
参加費 無料
※小雨決行。歩きやすい靴、雨具をご持参ください。
※申し込みは10月16日（水）9：30から開始します。
行事保険加入の都合上、必ず事前申し込みをしてくだ
さい。
（本人申込みのみ受け付けます。）

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。
※事前申込みをしてください。

12月「たおるマジック
〜来年の干支を作ろう〜」
毎年、人気の教室です。今年一年を振り返り、また来
年も良い年になるように願いながら干支の子（ね）をつく
りましょう。
日 時 12月17日（火） 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
参加費 600円（材料費）
申し込みは、11月12日（火）9:30から受け付けます。

母子・父子福祉センター

就労支援講座 受講生募集

簿記入門講座どなたでも受講できます
日

時

令和2年１月11日〜3月21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
（尾道市民・ひとり親家庭優先）
申し込み期限 令和元年12月26日
（木）

調剤薬局事務講座どなたでも受講できます
日

時

令和2年１月17日〜３月６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
（尾道市民・ひとり親家庭優先）
申込期限 令和２年１月８日
（水）
※事前説明会 12月13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22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 塩村シェフの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
申込期限 12月17日
（火）

2020どんぐり工房カレンダー販売開始
社会福祉法人尾道さつき会

今 年も「 2 0 2 0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、夢の世界のように、固定されたモノ
の観方や現実にとらわれない独自の色彩感覚、
ダイナミックな
筆のタッチから描かれる絵画で溢れています。
機能性も重視し六曜の表記、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みました。必要に応じて宅配や
郵送も承ります。詳しくはお問い合わせください。
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

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

●在宅介護者の集い●
令和元年度くらしサポートセミナーのお知らせ

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。

「ひきこもり支援の明日を考える」

「ひきこもり」について、皆さんはどのようなイメージ 【10月】
≪公開講座≫
をもっていますか？ひきこもりになるきっかけや、抜け
公開講座にしておりますので、
興味のある方はどなたでもご
出せない要因には様々な背景が隠れています。
参加ください。相続対策について楽しく学びます。
（火） 13：30〜15：00
本セミナーでは、
支援を行う様々な立場の支援者から、 日 時 10月29日
実際の活動をお伝えします。ひきこもりを正しく理解し、 場 所 総合福祉センター４階 集団指導室
内 容 『専門用語を使わない相続対策講座』
当事者・家族への寄り添い方を一緒に考えてみませ
〜今からできることを始めよう〜
んか。
講
師
福山相続相談セン
ター 楽しいセミナー講師
現在、ひきこもりに悩んでいる方、関心のある方は
※セミナー終了後、
個別相談対応あり
ぜひご参加ください。
申込期限 10月25日
（金）
【要申込】

【12月】
クリスマス会

日 時 10月30日
（水） 13：30〜16：00
場 所 総合福祉センター４階 大会議室
参加費 無料
定 員 250名
申込締切 10月23日
（水） ※当日参加も可
内

日
場
内

容

【第１部】基調講演「希望を持てるひきこもり支援」
ひきこもりに関する基本的な知識、段階的な支援
の方法をご講演いただきます。
講 師 NPO 法人どりぃむスイッチ
理事長 中村友紀 氏
【第２部】パネルディスカッション
「ひきこもり支援の明日を考える」
ひきこもり支援に携わる支援者にご登壇いただき、
異なる立場から支援の現場をお伝えし、支援の在り
方を討論します。
登壇者 ひきこもり支援に携わる支援者4 名
申し込み・問い合わせ
くらしサポートセンター尾道
☎0848（21）0322

FAX 0848（22）9111

福祉総合相談
相談担当
法律（司法書士）
法律（元調停委員）
法律（元公証人）
ボランティア コスモス
（こころの悩みごと）

要予約

法律（弁護士）

時
所
容

参加費
定 員
申込期限
申し込み

12月３日
（火） 13：30〜15：30
総合福祉センター1階 和室
・菜の花一座公演
（紙芝居・歌・踊り
・南京玉すだれ、
など）
・お楽しみ交流会（ケーキ・
ビンゴゲームなど）
300円
（ケーキ・プレゼント代）
20名
11月22日
（金）
【要申込】
社協地域福祉課 ☎0848（22）8385

第4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2 4カ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29日（金） 13:00〜15:00
場 所 総合福祉センター４階 大会議室
内 容 オレンジカフェの紹介
意見交換・交流会 など
申込み期限 11月8日（金）まで
申し込み・問い合わせ先
社協地域福祉課 ☎0848（22）8385

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
10/16、11/20、12/18
13：00〜16：10（約30分）
毎月1日から予約受付
13：00〜16：10（約30分）
10/10、11/14、12/12
11/5、12/3、1/7
13：00〜15：50（約40分）
13：00〜16：10（約30分）
10/11、11/15、12/20
毎週月曜日

10：00〜16：00

相談内容
財産・相続・金銭貸借・離婚等の法律に関すること
登記・相続等の手続きに関すること
離婚・相続等調停に関すること
相続・遺言書に関すること
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10時〜16時（予約制）
ご相談、お問合せ ☎ 0848（21）0322

ご寄付ありがとうございました
【本所受付分】

匿

（令和元年7月21日〜令和元年9月20日受付分）
金一封 （8月分）

名 （1件）

（7月分）

林

岡田 勝代 （向東町 亡夫 正俊）

金一封 【御調支所受付分】

大塚 敏樹 （栗原町 亡母 澄枝）

金一封 （8月分）

秀雄 （因島中庄町 亡妻 三枝子）金一封

柏原 秀典 （因島中庄町 亡母 美佐子）金一封

内海 義昭 （御調町今田 亡母 照子） 金一封 （9月分）
（８月分）
柿本 延雄 （向東町 亡母 逸榮）

金一封

藤田 考太 （福山市 亡父 義貞）

金一封

寳田

植木 明子 （因島大浜町 亡父 須山進）金一封

神野 正毅 （御調町津蟹 亡母 芳枝） 金一封
正地

寛 （御調町津蟹 亡母 美千枝）金一封
【瀬戸田支所受付分】
（8月分）

亨 （門田町 亡父・母 光明・弘子） 金一封 （9月分）

山田千早子 （府中市 亡母 中田 裕子） 50,000

三浦 幸三 （美ノ郷町 亡妻 陽子） 金一封

植

覺 （御調町大田 亡母 ミサエ）金一封

田頭 篤之 （浦崎町 亡父 武士）

金一封

藤川 敏和 （御調町丸門田 亡父 岩夫）金一封

谷

迫川 昌喜 （木ノ庄町 亡父 昇）

金一封

藤岡 寿里 （御調町白太 亡母 初子） 金一封

大谷 武利 （瀬戸田町名荷 亡母 綾子）金一封

内海 実治 （美ノ郷町 亡父 敬）

金一封

藤井 謙吾 （浦崎町 亡母 貞子）

金一封 【向島支所受付分】

一般寄付

小田原和男 （向東町 亡母 米子）

金一封 （8月分）

赤松 一子 （百島町 亡夫 操）

金一封

髙元カズ子 （向島町 亡夫 常治）

金一封

竹内 晴香 （向東町 亡夫 佳人）

金一封

長島 雄一 （向島町 亡父 金雄）

金一封

桒田サチエ （浦崎町 亡夫 光良）

金一封

村上

満 （向島町津部田中ノ谷 亡母 昭子）金一封

土生 剛史 （西藤町 亡父 義信）

金一封

大村

武 （向島町 亡父 政人）

岡田 和也 （高須町 亡父 裕明）

金一封

（株）
メディカ・ライン
代表取締役 佐藤 望（文京区）
尾道美術協会（向東町）
向島ケアハウス
施設長 青山 一雄（向島町）

金一封

丸本 富久 （向島町岩子島 亡母 房子）金一封
德山 隆信 （山波町 亡父 誠二郎） 金一封

花本サツコ （向東町 亡夫 富夫）

金一封

匿

金一封

名 （1件）

髙橋 正治 （西藤町 亡妻 ヤエコ） 金一封
榊原 正博 （向東町 亡母 トシコ） 金一封 【因島支所受付分】
神垣 欣正 （山波町 亡母 武子）

金一封 （7月分）

砂田 正史 （栗原町 亡母 シズエ） 50,000

河野 隆宏 （因島大浜町 亡父 静男） 金一封

会費ご協力ありがとうございました
賛助会員
（企業等）
（一社）尾道薬剤師会
尾道塩干（株）

567,200
938,000

物品寄付
（株）
メディカ・ライン
代表取締役 佐藤 望（文京区） 海洋深層水 160本
百島せんべい 160袋

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。
（令和元年7月21日〜令和元年9月20日受付分）
（敬称略・順不同）

瀬戸田燃料（株）

樫木建設（株）

リョービミツギ（株）

瀬戸内興産（株）

金剛講備北支部

（株）赤坂ボーリング
賛助会員
（個人）

（株）保成工業

（株）
イノウエコンサルタント

広島ガス
（株）

（株）中国交通

（株）高垣瓦工業所

村上

瑞

（医）一期会 戸谷医院

（株）
タカヤマ

木本

凌

（株）みつぎ交流館

藤原孝太郎

三藤医療器（株）

（有）モリタ美研 尾道支店

（株）
ファーマシィあすなろ薬局

（医）八木診療所

生口海運（有）

信長

上田開発（有）

（有）
アグリサポート

石田造船（株）

大久保洋子

栄信産業（株）

（有）ヤマト鉄工

瀬戸田生コンクリート
（株）

眞

尾道市補導連絡協議会

読み語りボランティア
「さざなみ会」

おのママサポーターズ

尾道ねたきりになら連

ＮＰＯ法人遊喜の会

要約筆記サークル「さくら」

尾道市保育連盟

団体会員

尾道手をつなぐ育成会

御調町原爆被害者協議会

尾道地区原爆被害者の会

みつぎ手話サークル「ひよこ」

尾道市母子寡婦福祉連合会

託児ボランティア
「子育てほっとサポート」

尾道ろうあ協会

おはなしラッコ

広島県腎友会

尾道支部

ハートステーションなないろ

金一封

地区社協指定寄付金（計）

クニヒロ
（株）
（株）マスハラ楽器

5,000

市社協指定寄付金（計）

吉田建設（株）

お好み焼き川本

300,000

瀬戸田町グラウンドゴルフ協会（瀬戸田町）金一封

大本 茂之 （美ノ郷町 亡父 光博） 金一封 （9月分）
（９月分）

順三 （瀬戸田町中野 亡母 喜代美）金一封

尾道市災害義援金
（令和元年7月21日〜令和元年9月20日受付分）
（敬称略）

匿

名（2件）

行事の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

金一封

第
回

48

場所：尾道市総合福祉センター

10月20日（日）
9：30〜15：00

行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

