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支え合いセンター

子どもの居場所づくりネットワーク

■支え合いセンターとは
平成30年７月豪雨災害の被災者に寄り添い
支援するセンターです。
（令和３年３月末閉所予定です。
）
■こんなことをしています
①被災世帯への訪問支援。
②不安や困り事を聞き、
関係機関への橋渡し。
③被災者を対象に相談会や茶話会を開催。
④災害ボランティアの派遣。
⑤災害ボランティア研修・交流会を開催。

■子どもの居場所づくりネットワークとは
すべての子どもが、夢と希望を持って成長す
ることができるよう「子どもの居場所づくり」
に取り組む、団体等の支援を行っています。
■こんなことをしています
①子ども食堂開設等相談業務
②フードドライブ業務
③広報活動（ＨＰ開設・運営）
手を洗おう
④研修会の開催
⑤連絡会議等を
実施しています。

サポートセンター をご存 じですか？

連絡先 ☎０８４８
︵２１︶
０３２２

⑥緊急食糧等一時支援事業
⑦セミナーの開催
⑧居場所づくり等

︵２２︶
３４９９
連絡先 ☎０８４８

■こんなことをしています
①相談支援業務
②専門相談支援機関の紹介
③専門相談支援機関との
連携及び調整

複 雑で 多 くの問 題 を 抱 えて
困っている方に相 談 員が寄 り 添
い ︑様々な関係機関に繋ぐなど
して︑福祉に関する課題の円滑
な解決を目指します︒

尾道市社会福祉協議会では︑様々な困りごとの解決を目指して︑複
数のサポートセンター事業に取り組んでいます︒今回は︑４つのサ
ポートセンター事業をご紹介します︒

と子育てを同時に抱えている世帯

■福祉まるごと相談とは
①要介護高齢者の親と︑無職で
引きこもり状態にある子ども
とが同居している世帯
② 共働きの世帯であって︑親の介護

③医 療・就 労ニーズを抱 えたが
ん患者と︑障害児が同居して
いる世帯
④難病や病気︑障害などにより
就労や生活に不安を抱えてい
る人など

■ くらしサポートセンター尾道とは
仕事やお金︑家族のことなど
生活に関する様々な困りごと
の相談窓口です︒
■こんなことをしています
①相 談 支 援 業 務︵自 立 相 談 支
援︑家計改善支援など︶
②法人後見業務
③生活福祉資金貸付業務
④ 専門職による福祉総合相談事業
⑤フードバンク事業

連絡先
☎０８４８
（２１）
０３２２

連絡先
☎０８４８
（２２）
２１１３

福祉まるごと相談（新設）
くらしサポートセンター

市社協は市補助金、会費、寄付金、共同募金の配分金などで運営しています。
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我が国は︑少子化︑高齢化による
人口減少︑労働力人口の減少︑加え
て地方は過疎化という大きな課題に
直面しています︒また︑地域住民が
抱える生活課題も多様化︑複雑化し
ており︑公共サービスだけで解決す
ることが困難な中︑地域で暮らす全
ての人がいきいきと幸せな生活を送
るためには︑住民同士の支え合いや
セーフティーネット機能の強化が重
要 に な っ て い ま す︒こ の よ う な 中︑
尾道市社会福祉協議会︵以下︑﹁本会﹂
と い う︒︶で は︑地 域 の 人 間 関 係 を
大切にしながら︑住み慣れた地域で
安心して生活できることを願い︑本
会の役割を認識し︑事業を実施しま
した︒しかしながら︑令和２年２月
下旬以降︑新型コロナウイルス感染
症により︑いきいき大学修了式︑ふ
れあいサロン︑認知症カフェなど中
止せざるを得ない状況となり︑事業
実施に影響が出てまいりました︒
生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 は︑北 部・
中央・西部・南部︵因島︶
・南部︵生
口島︶地域包括支援センターの各圏
域において事業実施しており︑南部
︵因 島︶地 域 で は︑第 ２ 層 協 議 体 の
設置準備が進みました︒
小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業 は︑
地区社協や町内会の５地区において
生 活 課 題 の 把 握 や 見 守 り 活 動 な ど︑
地域の実情にあった支え合いの町づ
くりに取り組みました︒
生活困窮者自立支援事業︵くらし
サポートセンター尾道︶は︑複合的
な生活課題を抱える生活困窮者の早
期発見を図り︑自立した生活に向け
て必要な支援を実施致しました︒新
規相談受付件数は 件︑内 件のプ
ラン作成を行い︑関係機関と連携し
て総合的なサポートを実施しまし
た︒
ボランティア養成事業は︑生活支
援等のボランティアを育成するため
に各種のボランティア養成講座を開
催し︑更なる地域ボランティアの育
成を図りました︒
ふれあいサロン事業は︑ か所で
開催され︑その内常設型︵週１回以
上開催︶サロンも か所で開催され
ました︒
子育て支援ネットワークづくりの
推進は︑サロンや交流会を通して子
育て中の親子の支援を行いました︒
認知症の人にやさしいまちづくり
事業は︑認知症の方や家族を支援す
る た め 支 援 員 を 派 遣 す る と と も に︑
地 域 で 認 知 症 の 理 解 を 深 め る た め︑
認知症サポーター養成事業等に取り
組みました︒また︑認知症であるか
そうでないという線引きをせず︑誰
もが参加できるオレンジカフェ︵認
知症カフェ︶の運営が︑市内 か所
に広がりました︒
支え合いセンターの運営では︑平
成 年７月豪雨災害の被災者︑約
世帯を対象に尾道市の保健師と同行
訪問しての支援や被災者・災害ボラ
ンティアを対象に講演会など開催し
ました︒
そのほか︑福祉サービス利用援助
事 業︵か け は し︶は︑ 人 の 方 に︑
法人後見事業は︑５人の方の後見人
として支援を行いました︒広島県社
会福祉協議会が実施する各種研修の
外︑尾道市主催の職員研修にも参加
し︑職員の資質向上に努めました︒
介護保険︑障害福祉サービス︑介
護予防・日常生活支援総合事業では︑
因島ホームヘルパーステーションを
すずらん訪問介護事業所へ統廃合し
て︑より効率的な事業運営が出来る
よう人員配置を行うとともに︑各事
業所で住民の信頼に応えながら必要
な福祉サービス提供の持続に努めま
した︒

☎0848（45）2113

向島支所

☎0848（76）1231

御調支所

事業費支出
97,024,124円

介護保険・
障害福祉サービス事業収入
331,664,345円

負担金収入 4,706,760円

人件費支出
527,187,004円

事業収入
3,704,100円

事務費支出
13,796,963円

市・県社協
受託金収入
157,836,174円

受取利息配当金収入
6,432,842円

支出

助成金・負担
金支出
37,708,271円

収入

その他の支出
997,110円

その他の収入
3,577,816円

固定資産取得支出
9,015,085円

市補助金・県社
協助成金収入
133,744,314円

基金・積立預金
取崩収入
46,081,679円

次期繰越金
152,164,862円
積立資産支出
11,566,462円

寄付金収入
11,084,448円
会費収入 8,694,400円
前期末支払資金残高
141,933,003円

173

24

（令和元年度）

849,459,881円
決算報告総額

令和２年８月３日〜９月１０日

一般事務（正規）、募集人数 ２〜３名、募集期間

職種

尾道市社会福祉協議会の事業報告・決算報告
令和元年度

228

13

30

17

67

380

令和３年（2021年）度に採用する正規職員を募集します。

詳しくは尾道市社会福祉協議会ホームページの「職員の募集について」をご覧下さい。
http://onomichi-shakyo.jp/
問い合わせ先：社協総務課 ☎0848（22）8385

おのみち市社協だより

尾道市社会福祉協議会
新任理事・評議員

新宅 康生︵市福祉保健部長︶
渡邉 秀宣︵浦崎地区社協︶
榎本 清文︵因島・三庄地区社協︶
村田 幸治︵因島・重井地区社協︶
大谷 博章︵市老人クラブ連合会︶

理事及び評議員の辞任による選任です︒
任期は︑令和三年度定時評議員会の終結
の時までです︒

理 事
評議員
〃
〃
〃

こんにちは！！
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ふれあいサロン活動が再開
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国や
県の方針にあわせ、４月、５月は活動を中止していま
したが、６月から新しい生活様式に準拠した形で活
動を再開しています。
再開したサロンでは、皆さんマスク
を着用され、アルコール等で消毒をし、
行っています。隣の方との間隔は広め
にとり、窓を開放し、３密を避けなが
ら、一人ひとりができる感染予防対策
に気を付けて開催しています。
参加された多くの方から、「みんなに
会えて嬉しい」「元気になれます」とい
う声を聞いています。

瀬戸田ボランティア連絡協議会
しまおもい健康生活ネットワークです！

因島・瀬戸田町の小・中学校が再開し、ご要望のあった学校へマスクを着用して出向き、
子どもたちを迎えるための花の生け込み活動を再開しました。花の生け込みを見た子どもや
先生からは、明るく元気な挨拶や花の感想を伺うことができ、とても嬉しく思っています。
また、ボランティア活動を自粛している間も地元の情報紙や SNS にこれまで実施した活動
など様々な取り組みについて情報の発信を行いました。その情報を見てくださった３名の方が
メンバーに加わることになりました。これからも自分たちにできること、花を通して人の幸せ
を願う気持ちを忘れずに、気持ちを込めてボランティア活動を続けていきたいと思っています。

『今、できることを。』
〜手づくりマスク寄贈〜

花街道「花いっぱい運動」
＝花が咲くのを楽しみに＝

因島やすらぎ赤十字
奉 仕団（花岡美 香 委
員長）では、会員10名
で手作りしたマスクを
因島田熊町のサロンの
利用者ほか、こども園
の園 児や 教 職 員、公
民館や民生委員などに寄贈しました。
新型コロナウイルスの影響で、これまでの活動が全
てできなくなってしまいましたが、何か自分たちに出
来ることはないかと考え、手作りマスクを製作するこ
とにしました。生地は、会員の自宅に眠っていた物や
寄付して頂いたものを使用。不足しているゴム紐は、
ストッキングを再利用しています。
これまでに作ったマスクは約1,500枚。現在は、夏
用マスクを製作中です。「作っているうちに、どんど
ん楽しくなってきた。縫い目が揃っていないところもあ
るけれど、気持ちのこもったマスクです。」と笑顔で
話される会員さんたちです。
元気で楽しい日々が過ごせる日が来ますよう『チー
ム因島』で頑張りましょう！と張り切っています。

４月に千日紅の種をまき、まあまあ成長したので、
６月からパンジーの後の街路に、移植を始めました。
千日紅を育てて６年になりますが、温暖化のためか、
思うように育ちません。特に今年の千日紅は、不作で
した。それでも会員のみんなの協力があって、６月
22日の暑い日に約1,000本の移植が終わりました。こ
れからは草取りの管理が始まります。
それにしても暑さや寒さにも負けず、ただ黙々と肉
体労働するこの会のみんなの姿は、我ながら不思議
なグループと思います。それ
に出席率が非常にいい。自
分もいつまで出来るかわから
ない歳になったが、出来る限
り参加し、喜びを分けてもら
おうと思います。なお、千日
紅は暑さに強く、38℃の気温
でも十分耐えられます。また、
花をドライフラワーにすると１
年は持つので、飾り用に作る
利用者が増えています。
〔よろずⅤ「たんぽぽ」より〕

因島支所

☎0845（22）6562

瀬戸田支所

☎0845（27）3846

おのみち市社協だより
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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。

「パソコン入門」参加者募集

パソコン操作初心者対象の教室です。いつからで
も始めることができます。
（全48回）
日 時 毎週金曜日 10:00〜12:00
場 所 総合福祉センター１階 作業室
参加費 100円／月
※事前に申し込みが必要です。お問い合わせください。
パソコンを持ち込みできない方もご相談ください。

「楽しむハーモニカ」

ハーモニカは、子どもの時以来という方もどうぞ。楽
しくリハビリにも役立ちます。
日 時 ９月10日（木） 10:00〜11:30
場 所 総合福祉センター２階 会議室
講 師 斉田久美さん
参加費 無料
持ち物 ハーモニカ
※事前に申し込みが必要です。お問い合わせください。
ハーモニカを購入される場合は3,960円が必要です。

「うたの花束」

なつかしい童謡や歌謡曲をみんなで歌います。
回想法も取り入れています。
日 時 ９月16日（水） 10:00〜11:30
場 所 総合福祉センター１階 作業室
伴 奏 安藤美和子さん
参加費 100円
※事前に申し込みが必要です。お問い合わせください。

三世代交流

（子ども、親、祖父母 など３世代が交流します）

ミニミニ夏まつり＆盆踊り

輪投げや玉入れ、絶対すくえる金魚すくいなど
子どもが楽しめるゲームを準備しています。また、
踊れなくても大丈夫 盆踊りにも挑戦しよう！
日 時 ８月22日（土）
午前の部 10:00〜11:30
午後の部 14:00〜15:30
場 所 総合福祉センター４階 大会議室
講 師 上田里恵さん（盆踊り指導）
定 員 各50名程度（定員になり次第締め切ります）
申し込み期限 ８月20日（木） 17:00
参加費 100円（景品代）
持ち物 動きやすい服装・水分補給の飲み物
※人数把握のため、事前申し込みをしてください。

浴衣での参加大歓迎‼

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。
（就学前のお子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

場
講

時 ３回目 ８月22日（土）
所
師

参加費
対象者
持ち物

定

員

４回目 ９月19日（土）
9:30〜10:30 月１回 土曜日 全10回
総合福祉センター２階 会議室
池坊 山陽支部
井上満成さん、進来せい子さん
１回700円×残りの回数分を初回に納入
尾道市内在住の小学生・中学生
花ばさみ、筆記用具、
花器、ゴミ袋、お花を
入れるビニール袋
50名程度
※教室の３日前までに申し込みをしてください。

★「KAPLA（カプラ）ブロック」であそぼ〜！
日
場
講

時 ８月30日（日） 14:00〜15:30
所 総合福祉センター２階 児童センター内
師 カプラインストラクター

日野定幸さん
尾道市内在住の方なら
どなたでも
参加費 無料
対象者

※人数把握のため事前申し込みをしてください。

母子・父子福祉センター
ひとり親家庭の親子交流会

〜親子でハンドマッサージ♪〜

日 時 ９月６日（日） 10:00〜11:00
場 所 総合福祉センター
参加費 一人 100円（アロマオイル代）
持ち物 フェイスタオル１枚・マスク・

水分補給用の飲み物

定 員 10組（定員になり次第締切）
申し込み期限 ９月１日（火）

ひとり親家庭の親子交流会
日 時
場 所
参加費
持ち物

〜バーベキュー・ｉｎ・むかいしま〜

10月18日（日） 10:30〜13:30
向島マリン・ユース・センター（現地集合）
一人 500円（材料代）
タオル・軍手・帽子・しきもの・おやつ・お茶・
マスク（汚れてもいい服装と運動靴でお越し
ください）
定 員 10組（定員になり次第締切）
申し込み期限 10月13日（火）
※雨天の場合は総合福祉センターで入浴剤作りを行います。

※今後のコロナウイルスの感染状況により、変更する場合もございます。 詳しくはお問い合わせください。

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎0848（22）8385 へ

おのみち市社協だより

5

就労支援講座
＊受講生募集！＊

医療事務講座
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

場
内

所
容

講 師
受講料
定

10月23日〜令和３年２月26日
9:30〜12:40 毎週金曜日 全17回
総合福祉センター
病院などの医療機関で働くために必要
な知識や技能を身につけ、資格取得を目
指します。
㈱ニチイ学館
50,000円（テキスト代込）
※ひとり親家庭の方には助成があります。

員

◎事前説明会 10月２日（金）10:00〜11:00
※講座の内容や資格・仕事についての説明をしま
す。模擬講義も行います。
（申込不要）

日商簿記３級検定対策講座
象

日

時

場
内

所
容

受講料

定

員

サービス会員養成講座

ふれあいサービスは暮らしの中での「ちょっとした困りごと」
をお手伝いするお互いさまの有償ボランティア活動です。ボラン
ティアに興味のある方、地域で活動してみたい方、お互いさまの
気持ちで支え合う担い手として活動に参加してみませんか。
日

時

①９月１日（火） 10:00〜11:30
②９月８日（火） 10:00〜11:30
場 所 総合福祉センター２階 会議室
内 容 ①高齢者の現状と課題、在宅サービスを行う心構え
②住民参加型ふれあいサービスについてサー
ビス会員の体験談
申込方法 電話、Fax、メール、受付窓口にてお申込みください
申込期限 ８月28日（金）
申し込み・問い合わせ先：社協地域福祉課

☎0848（22）8385／Fax0848（20）0120
Ｅメール chiiki@onomichi-shakyo.jp

15名（最少遂行人数10名）

※最少遂行人数に達しない場合中止となる
場合があります。
申し込み期限 10月13日（火）

対

住民参加型ふれあいサービス

日商簿記３級レベルの内容を
理解している方
９月５日〜11月７日 10:00〜12:00
毎週土曜日 全10回
総合福祉センター
テキストと検定模試問題集を使って学習
します。
10,000円（別途テキスト代1,000円程度必
要です）
※ひとり親家庭の方は5,000円助成が出ます。

５名（ひとり親家庭の方優先です）

保育ボランティア
養成講座

in

みつぎ

子育て講演会や行事などの間、小さな子どもさんを
お預かりするボランティアです。講座修了後は、ボラン
ティア団体で仲間と一緒に楽しく活動できます。
日

時

①９月24日（木） ②10月29日（木）
③11月19日（木）
10:00〜12:00（③は実習のため9:30〜12:00）
講 師 ①吉廣朱美さん
（助産師）、宮里紀子さん
②日本赤十字社幼児安全法指導員
③保育ボランティア 子育てほっとサポート
内 容 子どもへの成長段階に応じた関わり方の講座
及び保育ボランティア実習
場 所 みつぎいこい会館
（御調町大田 73‑1）
申込期限 ９月18日
（金）電話、Faxでお申し込みください
申し込み・問い合わせ先：社協御調支所
☎0848（76）1231／Fax0848（76）2457

※申し込み締め切りは、８月28日（金）です。

朗読 講習会（受講生募集）

〜目の不自由な方に 、あなたの声で多くの情報を届けませんか〜
■向
日

島

※延期していました講習会を以下の日程で再募集いたします。

時：９月11日〜令和３年２月12日

10:00〜12:00

第２・４金曜日 全10回
場 所：愛あいセンター
◎参加費（テキスト代）として300円が必要です。
申込期限：９月４日（金）
申し込み・問い合わせ先：社協向島支所

☎0848（45）2113

■因
日

島
時：９月16日〜令和３年２月３日

13:30〜15:00
第１・３水曜日 全10回
場 所：因島総合福祉保健センター（はっさく交流館）
◎参加費（テキスト代）として300円が必要です。
申込期限：９月９日（水）
申し込み・問い合わせ先：社協因島支所

☎0845（22）6562

※今後のコロナウイルスの感染状況により、変更する場合もございます。 詳しくはお問い合わせください。

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎0848（22）8385 へ

おのみち市社協だより
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ご 寄 付 ありがとうご ざ いまし た （令和2年5月21日〜令和2年7月20日受付分）
寄付金の掲載につきましては、寄付者のご了承をいただき、掲載させていただいております。
（敬称略、単位円）

吉居 勝彦（木ノ庄町
【本所受付分】
（5月分）
匿
名 （1件）
旗手 正剛（向島町 亡妻 幸子） 金一封
柴﨑 清登（高須町 亡母 幸枝） 金一封 【御調支所受付分】
貝川 正通（長江三丁目 亡母 アヤコ） 金一封 （5月分）
福原 一洋（御調町今田
（6月分）
沖本 康彦（向東町 亡父 竹光） 金一封 （6月分）
中濵 和子（山波町 亡夫 良明） 金一封 竹谷喜代見（御調町中原
高元シゲ子（西久保町 亡夫 茂登） 金一封 藤原智寿子（御調町綾目
金一封 道上 鉄也（御調町国守
島田 良雄（高須町 亡父 節）
山根 聖治（浦崎町 亡妻 多津子） 金一封 三好 正明（御調町市
名（1件）
100,000 匿
岡﨑 直樹（百島町 亡父 滉）
小川
潔（因島土生町 亡父 清一） 金一封
杉原 善寿（美ノ郷町 亡母 みゆ子） 金一封 （7月分）
石井 茂代（御調町国守
戸成 睦雄（木ノ庄町 亡母 住子） 金一封
樫木 洋子（御調町丸門田
碕木 利治（向東町 亡義母 冠野ミサヨ） 金一封
道上 隆司（御調町本
島田 恭次（西藤町 亡妻 咲子） 金一封
新田 玲子（栗原町 亡母 千賀子） 金一封 【向島支所受付分】
菅
啓祐（久保三丁目 亡母 榮子） 金一封 （5月分）
金一封 藤田 一雄（向島町
藤田 伸光（百島町 亡父 甲二）
門永 千恵（木ノ庄町 亡母 ヨシコ） 金一封
佐藤 隆子（浦崎町 亡母 檀上 齋） 金一封 （6月分）
金一封 藤本美保子（向島町
岡田 光洋（栗原町 亡父 稔）
川ノ上正子（高須町 亡夫 光昌） 金一封 渡成 六彦（向島町岩子島
岡田
功（高須町 亡母 フユ子） 金一封 亀川 勝正（向島町
山脇 泰秀（西藤町 亡母 久子） 金一封 永井 澤子（向島町
金一封 半田満智子（向島町
松谷 博義（美ノ郷町 亡父 斉）
均（向島町
金一封 西本
匿
名（2件）
木曽 静江（向島町
（7月分）
門田昭一郎（向島町
三次 民恭（木ノ庄町 亡父 旭）
金一封
赤松ヒトミ（百島町 亡夫 忠人） 金一封 （7月分）
森数 久美（潮見町 亡夫 茂友） 金一封 馬場 秀子（向島町
松本 章治（向東町 亡父 孝夫） 金一封 宗近
満（向島町

福祉総合相談
相談担当

法律（弁護士）
法律（司法書士）
法律（元調停委員）
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）

亡父 博海）

亡母 仁子）
亡妻
亡夫
亡父
亡母

恵）
𠮷一）
勉）
弘子）

（6月分）
宮地 豊子（因島中庄町
金一封
村上麻美子（因島田熊町
酒井美恵子（因島大浜町
金一封 稲継 純子（因島大浜町
勝（因島中庄町
金一封 村上
金一封 （7月分）
金一封 村上
一（因島中庄町
金一封 宮地
努（因島中庄町
匿

亡夫 直樹）
亡夫 弘起）
亡母 敏惠）

亡夫
亡叔母
亡母
亡夫
亡夫
亡母
亡夫
亡母

正季） 金一封
平谷多香子）金一封
克子） 金一封
右二） 金一封
敏男） 金一封
金一封
操）
金一封
正）
米子） 金一封

亡夫 位秋）
亡叔父 秀雄）

場所：総合福祉センター１階

亡叔母
亡夫
亡夫
亡父
亡妻

金一封

藤井フキコ） 金一封
昌広） 金一封
幹愛） 金一封
奥村正春） 金一封
富江） 金一封

亡父 圓）
亡父 弘一）
名（因島中庄町）

金一封
金一封
金一封

金一封 【瀬戸田支所受付分】
金一封 （5月分）
栄（瀬戸田町名荷 亡母 信子） 金一封
金一封 横山
神川
清（瀬戸田町高根 亡母 ヨシ子） 金一封

亡母 シズコ） 金一封

（7月分）
竹波 敏行（瀬戸田町林 亡母 政子）
一般寄付
小森 恒子（手崎町）
志田 和彦（栗原西一丁目）
向島公民館 書道教室（向島町）
匿
名
匿
名 （4件）
市社協指定寄付（計）
地区社協指定寄付（計）

金一封
10,000
金一封
5,879
132,003
金一封

1,003,882
1,300,000

物品寄付
（株）
カープランニング広島（高須町） マスク100枚
金一封 匿 名
シャワーチェア1脚
金一封 精工堂 村上 光 （因島土生町）非接触型体温計１個

〔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いたします。お気軽にご相談ください。
相談日時

要
予
約

金一封 【因島支所受付分】
金一封 （5月分）
小林 俊造（因島中庄町 亡父 康延）

8/19，9/16，10/21
毎月１日から予約受付
9/10，10/8，11/12

相談内容

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

13：00～16：10(約30分)

登記・相続等の手続きに関すること

9/1，10/6，11/10

13：00～15：50(約40分)

離婚・相続等調停に関すること

8/21，9/18，10/23

13：00～16：10(約30分)

相続・遺言書に関すること

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

毎週月曜日

【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、お問い合わせ ☎︎ 0848（21）0322

社協 介護保険事業所 職員募集
（パート）看護職員

（パート）厨房職員

勤務地：
（本所）尾道市門田町22‑５
資 格：准看護師以上

（パート）介護職員

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。

勤務地：
（本所）尾道市門田町22‑５／（因島）尾道市因島田熊町940‑３

（パート）運転手

勤務地：
（因島）尾道市因島田熊町940‑３

勤務地：
（本所）尾道市門田町22‑５／（因島）尾道市因島田熊町940‑３
資 格：普通自動車運転免許

担当者：
（本所）實井 ☎0848（21）1262 ／（因島）柏原 ☎0845（26）0252

Ｅメール：chiiki@onomichi-shakyo.jp

ホームページ：http://www.onomichi-shakyo.jp
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会費ご協力ありがとうございました （令和2年5月21日〜令和2年7月20日受付分）
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。
（敬称略、順不同）

栗吉（株）
（株）
グリーンヒルホテル尾道
アイ・オフィス・サービス
（有） （有）桂馬商店
（株）
アオキ
（株）五大オーエー
（株）青木組
佐藤汽船（株）
（有）朝日屋
（株）佐藤工務店
アポテックス
（株）
山陽工業（株）
（株）
アマノ
三和鉄構建設（株）
アンデックス
（株）
清水化学（株）
（有）石田鉄工所
（株）
タシマ創健
今岡製菓（株）
（株）誠和
イワキ
（株）
（株）大宝組
NTT尾道電友会
田中凸版印刷
（株）円福寺
高垣デンキ産業（株）
（有）
オオタ産業
大信産業（株）
尾道囲碁協会
大和証券（株）福山支店
（財）尾道海技学院
（株）
タカハシ
（公・社）尾道市シルバー人材センター （有）
たかはし住宅設備
尾道市PTA連合会
（公財）中国労働衛生協会
尾道市農業協同組合
チューギ（株）
尾道商工会議所
（有）
シナガワ
尾道三菱自動車販売（株） （株）鉄道広告
尾道冷凍工業（株）
東和車検（株）
尾道パイロットクラブ
難波木材（株）
尾道福祉専門学校
日工（株）
尾道郷心会
（株）
はまはら
（有）
オフィス中アイカ薬局
（株）葉名組
鐡萬商事（株）
花田建築設計事務所
垣内税務会計事務所
ばうむくろーね
（医）神田会 木曽病院
備後道路（株）
栗原電化ハウス
備後燃料（有）
クニヒロ
（株）
広島県厚生連尾道看護専門学校
賛助会員
（企業等）

賛助会員
（個人）
加納
井上
石井
古川

彰
寛
延明
巖

熊谷 隆次
住貞 義量
渡辺 秀宣
細谷 睦夫
深見万紀子
岡野 敏弘

福原
栗原
松浦
福岡
村上
槙

一洋
順子
浩子
諭
瑞
麻美

団体会員
おのママサポーターズ
朗読録音ボランティアグループひびき会
尾道断酒うず潮会
尾道点字サークル
尾道認知症の人と家族の会
ほおずきの会
抹茶ボランティア「おりづるの会」
要約筆記サークルさくら
おのみち学校で本を読む会「ルピナス」
手話サークルたんぽぽ
どんぐりの会
傾聴ボランティア コスモス
尾道手をつなぐ育成会
尾道市母子寡婦福祉連合会
（社福）広島県同胞援護財団子供の家三美園

広島県薬業（株）福山支店
（株）広島マツダ
（株）広島銀行尾道支店
備三タクシー
（株）
（協）ベイタウン尾道
（有）細谷石油
丸善製薬（株）
丸和石油（株）
（株）
まるじょう
まるか食品（株）
みなと海運（株）
（有）元廣建築設計事務所
（株）山本製作所
山本学司法書士事務所
（有）
よしはらストアー
尾道生彩会
岩田鈑金
（医）一期会 戸谷医院
平松自動車（株）
（株）みつぎ被服
向井農機具センター
（医）八木診療所
（有）
アグリサポート
（株）高垣瓦工業所
（株）木曽建設
永弘海運（有）
（株）マツウラ
（株）山一工務店
（有）河岡不動産
（株）京泉工業
（株）高原造船所
柏原ファミリー歯科

佐藤 友亮
山田 朋彌
多田 一彦
戸成 睦雄
奥本美智子
村上 光範

國本 泰行
小林富美子
深澤 利雄
大谷 博章
砂田 勝彦
檀上 和子

村井石油（株）
（有）村上造船所
（有）森屋工業
（株）ユーホー 因島店
三庄地区社協
瀬戸田生コンクリート㈱
（有）村上組
（株）
アステック
サンライト工業（有）
和晃産業（株）
（株）
ドルチェ
宮本電機（株）
（有）堂崎工業
（有）脇本鉄工所
（有）瀬戸田自動車工作所
（株）長畠商店
（有）片山船用品
（有）
ナカタ
（有）朝日商事
山下青果（有）
（有）藤本モータース
内海エンジニアリング
（株）
（有）マツオカ写真
田和自動車（有）
耕三寺博物館
（有）池田洋品店
瀬戸田燃料（株）
（有）蓼原組
柏原工業（有）
寿工業（有）
備三舗道（有）
（有）
ヒロキ

（有）新田衛生社
興進産業（株）
（有）モリモト工業
三宅医院
青木プロパン
（株）
（有）木曽サイクル
大平交通（株）
森井啓善司法書士事務所
ウネモトモータース
山本医院
B＆B潮風
藤本酒店
（医）中郷クリニック東生口診療所
翠明会 藤田医院
（医）天風会益田眼科小児科医院
森尾内科医院
生口海運（有）
イワキテック
（株）因島工場
（有）因島自動車工業
因島食品衛生協会
因島鉄工（株）
（宗）因島大山神社
（有）マルサン設備
（有）新生企業
（有）
ラブワン
（有）富喜商会
（有）中本薬局
日昇無線（株）
日立造船因島生活協同組合
（株）備後海事
（有）ふじい
丸芳建設（有）

青垣
阪本
渡辺
宮地
杉原
小川

輝男
明男
望裕
正男
唄子
弘

内海 栄三
児玉フジエ
林原 道子
林原みどり
西奥 博子
石井 茂代

岡野 隆二
半田由美子
村上
光
橘
忠和
津島英一郎
藤田 枝三

（社福）若菜
（社福）華野福祉会
尾道市保育連盟
尾道市老人クラブ連合会
御調町遺族会
（社福）尾道厚生会
みつぎ手話サークル「ひよこ」
（社福）あづみの森
（社福）高見福祉会
（社福）原田ヒカリ会
国際ソロプチミストしまなみ
NPO 法人尾道こころネットよつば会
因島やすらぎ赤十字奉仕団
（社福）萌え木の里 （ワークアップ）
西浦ポプラの会
（社福）むつみ会
ＮＰＯ法人遊喜の会
広島県腎友会 尾道支部
日立因島生協「ふれあいの会」
尾道市補導連絡協議会
（社福）新生福祉会
尾道手話サークルつくし
（社福）尾道のぞみ会
尾道市連合女性会
（社福）尾道さつき会
尾道市連合民生委員児童委員協議会
尾道子どもの本を読む会
ブックスタート読み語りボランティア「なのはな」 募金箱（4 件）

峰松 洋介
金本 裕之
奥田 洋子
福田千恵美
匿名
2件

尾道市災害義援金

行事の申し込み・お問い合わせは ☎0848（22）8385 へ

金一封

おのみち市社協だより
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●認知症高齢者見守り事業●

やすらぎ支援員養成講座

在宅で暮らす認知症等の高齢者を介護している
ご家族や、一人暮らしの認知症等の高齢者を支援す
るため“やすらぎ支援員”の養成講座を開催します。
この講座は、認知症についての基礎知識や傾聴の
大切さについて学ぶものです。
学んだ知識を活かし、認知症高齢者の話し相手や
見守りなど、やすらぎ支援員として活動してみませ
んか。
日

時

内

会
場 総合福祉センター４階 集団指導室
対
象 認知症高齢者の支援に関心のある方
定
員 概ね 20 名
申込期日 ９月４日（金）まで
受 講 料 100円（テキスト代）
申し込み・問い合わせ先：
社協地域福祉課
☎0848（22）8385

容

講

師

１

９月16日（水） 「尾道市の高齢者の現状と課題」
13:30〜15:00 「認知症高齢者見守り事業とは」

尾道市高齢者福祉課 保健師 土屋睦子さん
尾道市社会福祉協議会地域福祉課 職員

２

９月23日（水） 「回想法」
〜懐かしい記憶から引き出す生きがい、生きる力〜
13:30〜15:00

神戸女子大学健康福祉学部社会福祉学科
教授 津田理恵子さん

３

９月30日（水） 「認知症の基礎知識」
・認知症の理解・接し方・予防など
13:30〜15:00

尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会

４

10月７日（水） 「事例発表」〜やすらぎ支援員として活動して〜
13:30〜15:00 「登録について」

やすらぎ支援員
尾道市社会福祉協議会地域福祉課

在宅介護者の集い
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。
日
時：８月 25 日（火）13:30 〜 15:00
場
所： 総合福祉センター２階 会議室
問い合わせ先： 社協地域福祉課 ☎ 0848（22）8385

令和２年７月豪雨災害

義援金 募集

令和２年７月豪雨により、被災
された方々を支援するため義援
金を募集します。
ご協力頂いた義援金は、中央
共同募 金会及び各被災県の共
同募金会を通じて被災者に届け
られます。

『受付窓口』
尾道市社協本所または各支所
『募集期間』
令和２年12月28日（月）まで

皆様のご協力をお願いします。

職員

認知症サポーター
養成講座開催
認知症の基礎知識や対応方法を分かりやすく学びます。
日

時： ８月 26 日（水）13:30 〜 15:00

講

師： 尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会

場

所： 総合福祉センター４階

集団指導室

参 加 費： 100円（テキスト代金）
申し込み： 社協地域福祉課

☎0848（22）8385

尾道市社会福祉協議会主催イベント等の
中止について
（お知らせ）
令和２年度ボランティア講習会

市社協だより第270号で予定しておりま
した「朗読講習会（御調会場）」、
「点字講
習会（尾道会場、因島会場）」
は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策の徹底が
困難なため、中止することといたしました。

第46期尾道いきいき大学

令和２年10月から開校予定とし
ておりました第46期尾道いきいき
大学実技講座及び教養講座は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、休校とさせていただきます。

第49回おのみち福祉まつり

令和２年 10 月 18 日（日）に予定していました『第 49 回おのみち福祉まつり』
は、
「３密」が容易に想定されるイベント内容が多くあり、
「新しい生活様式」に準
拠した感染予防対策を徹底できないため開催を中止することといたしました。

皆さまの健康、安全を第一に考え、苦渋の決定となりましたこと、
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

行事等の申し込み・お問い合わせは

☎0848(22)8385へ

