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市 民誰もが自分らしく輝き、支え合う福祉のふるさとづくり
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私たちが弁当を お届けしています !
大東地区の配食ボランティア、大東地区自治振興協議会の皆さん
【見守りに資する配食サービス事業】関連記事 P.2
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取り組みについて
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P.4-5 ふれあい・いきいきサロン情報

P.8 福祉情報ひろばほか
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取り組みについて

雲南市社会福祉協議会

〒690-2404 島根県雲南市三刀屋1212-3 雲南市三刀屋健康福祉センター内 TEL.0854-45-9888 FAX.0854-45-2211
E-mail : unnan-shakyo@unnanshakyo.jp ホームページ : http://unnanshakyo.jp/

♥ ふだんの暮らしを守るお手伝い ♥
【見守りに資する配食サービス事業の取り組み】
雲南市社会福祉協議会では平成30年度から「見守りに資する配食サービス事業（以下、配食サービスとい
う）」に取り組んでいます。
（吉田町を除く）

配食サービス

配食サービスは、地域に根ざした見守り
活動等を行う地域自主組織福祉部と市社協

地

が連携して実施するものです。業者で作ら
れた弁当を地元の配食ボランティアの協力

つ
域で

なぐ安心・安全の

輪！

配食ボランティアが弁当の
配達と見守りや声かけを行
います

のもと、希望される高齢者世帯等へ定期的
に配達することで、食の自立を促し、あわ
せて見守りや声かけを行います。その結果、

民生児童委員

安心・安全な暮らし（ふだんの暮らし）を
守り、支えていくことにもつながっていま

地域自主組織
自治会住民など

す。
配食サービスを開始以来、利用者は徐々
に増え、ご家族や地域自主組織等関係機関

安心な地域生活

から「離れて暮らす実家の両親のことが心
配だったが、地域のボランティアさんが訪
問されると聞いて、ぜひ利用したいと思っ

地域包括支援センター・
社協など

た」「これまで地域との関わりが少なかっ

介護支援専門員など

た方が、配食サービスを受けられるように
なって、少しずつだが笑顔で話されるよう
になった」等、多くの反響が届いています。

※利用者数���� 79名（令和２年１月末現在）
※ボランティア数 ��116名（令和元年９月末現在）

今後もそれぞれの関係機関等の特長を生かし合い、地域でつなぐ「安心・安全の輪」が、より強固なもの
となるよう取り組んでいきたいと考えています。

の声

利用者さん

大東町

原

明美さんにお話をうかがってきたのでご紹介します

配食サービスを利用して約１年になります。足が痛く買い物に出られ
ない私にとって配食弁当は、大助かりです。おかずは品数も多く、魚や
野菜は、食べやすい大きさに切ってあり、食が細い私でも美味しくいた
だいています。また、配食ボランティア
さんとのおしゃべりも楽しみの一つで
す。そんな様子を離れて暮らす家族も知
り、安心しています。
自分でできることは、なるべく自分
で！と思いますが、地域のみなさんにサ

▲原

明美さん

ポートしてもらい本当にうれしいです。
▲ 弁当配達の様子

配食サービスに関するお問い合わせは、雲南市社会福祉協議会本所
又は各支所へお気軽にお問合せください。
雲南市社協だより
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共同募
金委員会通信

学校募金では、市内の小・中学校・高校25校にて、主に「ドラえもん募金箱」を通じ
てご協力いただきました。子どもたちのお小遣いやお年玉の中からの募金であったり、自
ら街頭募金を行った、みんなのやさしい思いがつまった募金です。ご協力をいただいた子
どもたちへは、お礼と共に丁寧に募金の使い道や募金のしくみを説明しています。
集まった募金は、雲南市共同募金委員会を通じて私たちの住む町の福祉活動に使われま
す。

▲掛合小学校

▲木次中学校

▲田井小学校

▲海潮中学校（桂荘前での街頭募金）

▲三刀屋小学校

▲加茂小学校

『募金百貨店プロジェクト』新規パートナー企業等をご紹介します！

雲南市共同募金委員会では、平成25年から赤い羽根共同募金『募金百貨店プロジェクト』に取り組んで
います。この度新たに５企業・団体様のご登録により、12月末現在29社（１社休止中）のパートナー企業
様等に雲南市のがんばる福祉活動を応援していただいています。

やよえ美容室【吉田町】

株式会社 竹下本店【掛合町】

お世話になった地域への
ありがとうプロジェクト

町を明るく元気に！
“日本酒・出雲誉”プロジェクト

竹下醤油店【掛合町】

松笠下組加工所【掛合町】

うすの会【掛合町】

昔ながらの手造り醤油で、
地域を食卓から元気に プロジェクト

手作りみそで、
地域も食卓も豊かにプロジェクト

地域を元気に“もち・餅”プロジェクト

このマークがパートナー
企業の目印です。

※詳しくは雲南市共同募金委員会ホームページをご覧ください。http://unnanshakyo.jp/akaihane/
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“

”

を合言葉に、 概ね自治会単位での取り組み

200

「ふれあい・いきいきサロン」を
続けていくために

30,000

ふれあい・いきいきサロン（以下「サロン」という。）は、 高齢者の方と担い手の方

（人）

350

“

気軽に・無理なく・楽しく

（サロン）

により

地域のサロン数

が拡がっています。 一方で「サロンを継続していくことが大変」という声もあります。

”

そこで課題（困りごと）の整理とその対策を考える機会を持ち 続けていくためのヒ

ント を話し合いました。

◆ 地域で展開されるサロン‼

◆ サロンを運営（支援）する上での困りごとってなに？
５月から６月にかけて地域自主組織福祉部長・地域福祉推進員の方を対象に「学び合い会議」を町域ごと
に行い、地域で展開されているサロンにどのような困りごとがあるのか意見交換を行い、次の７つの項目に
集約しました。
① 参加者の固定（いつも来ている人が同じに…）
② 参加対象者の減少（地域の人が少なくなって参加者数が減っている…）
③ 男性参加者が少ない（仲良しのサロングループの中には入りづらい…）
④ 会場まで遠く参加できない（体調を崩して会場まで行きづらくなった…）
⑤ 内容のマンネリ化（何かをしないといけないんじゃないか！）
⑥ 運営者・協力者不足（地域の人が少なくなって担い手も不足してきた…）
⑦ 町部は主会場がないため開催が難しい（自治会館がないから、開催が難しい…）

雲南市社協だより
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◆ サロンの課題解決に向けた“学び合い”
９月４日の「楽しいサロンのカタチを学び合う会議」では、集
約した課題に対して工夫されている状況等を意見交換しました。
①地元の福祉施設と一緒にサロンを開催している
②隣の自治会と合同でサロンを開催している
③サロンリーダー研修会を開催し、横のつながりづくりを
している
④参加対象者は“子育て中の親子”“障がいの方とその家
族”“高齢者”など自治会住民みんなを対象としている

学び合い会議の様子

⑤参加できない方へはサロン終了後に訪問し声掛けをしている
参加された方からのアンケート
■「サロンの目的（目指すところ）を地域で共有していくことが
大切だと思った。」
■「様々な地区のサロン活動の状況を聞けて参考になった。」
■「サロンリーダー研修や交流会など、話し合いの場を持つこと
が必要だと思った。」
■「合同サロンや世代間交流など、自分たちの地区でも取り入れ
て自治会全員参加を目指したいと思った。」
以上のように、多くの気づきと学び合いの機会となりました。

加茂まちづくり協議会主催の
サロンサポーター研修会の様子

◆ サロンを楽しく続けていくためのヒント
～こんなヒントも見つかりました～

ヒント１

誰もが参加者

➡マイカップ、マイ皿、マイ箸をもってくる（洗い物を少なく、スタッフの負担も軽く♪）
ヒント２

男性のチカラをかりる

➡経験や特技を活かしてもらう【昔取った杵柄】（感謝されることで嬉しい気持ちに♪）
ヒント３

地域のチカラをかりる

➡雲南市や雲南市立病院、社会福祉協議会などの「出前講座」を活用
ヒント４

さまざまな施設との交流

➡こども園や保育所、高齢者福祉施設、障がい福祉施設などと交流
ヒント５

お店や空き家なども利活用

➡地域にある空き家や店舗などを利用してサロン開催。
（もしかして地域にそんなところがあるかも！）

◆ お問い合わせご相談は・・・
サロン運営上の困りごとがありましたら、雲南市（健康福祉部）、雲南市社会福祉協議会が
一緒に考えていきますのでご相談ください。
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雲南市社会福祉法人連絡会防犯ボランティア

！
始
開
動
活

「ながら見守り」

「うんなん福祉・安全サポーター」
活動開始にあたって

雲南市社会福祉法人連絡会

郎

啓発マグネットステッカーを

三

平素、雲南市民の皆様には各

張って、利用者送迎時等で「な

下

社会福祉法人の事業推進に対し

がら見守り」により子どもや高

竹

まして、格別のご理解とご協力

齢 者 の 見 守 り 活 動 を 行 い ま す。

長

を賜り厚くお礼を申し上げま

このステッカーは、三刀屋高校

会

す。

香子さん、梨岡華さんによりデ

美術部の松浦千夏部長、上原理

の社会福祉法人が相互の連携を

ザインを考案いただきました。

年３月、市内

深め、地域公益活動に積極的に

また、地域の防犯活動として

我々は平成

取り組むために「雲南市社会福

を目指し住み慣れた地域で安心

を図りながら、市内の犯罪ゼロ

雲南警察署と相互に密接な連携

ター』の名称のもと、雲南市・

して『うんなん福祉・安全サポー

この度、この連絡会の活動と

全を願ってこの活動を展開して

は雲南市民の皆さんの安心・安

「雲南市社会福祉法人連絡会」

捜査等に協力いたします。

協定」に基づき、犯罪発生時の

用した防犯・交通安全に関する

警察署との「送迎用等車両を活

レコーダーを取り付けて、雲南

して暮らせる社会の実現に寄与

参りますので、一層のご理解を

することを目的とした

まず、会員法人が所有いたし

動をスタートいたしました。

2

ます全車両２５４台に統一した

す。

賜りますようお願い申し上げま

つの活

した。

送迎車両等１２８台にドライブ

14

祉法人連絡会」を結成いたしま

29
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雲南警察署長 様

防 犯 協 力 宣 言

雲南市社会福祉法人連絡会の活動として、雲南市・雲南警察署と連携を図りながら「うんなん福祉・安全サポーター」
の名称のもと、みんなで力を合わせ犯罪のない安全で安心して暮らせる雲南市の実現に向けて取り組むことを誓い、
ここに宣言します。

一．法人全車両254台に統一したステッカーを張りこどもや高齢者等の見守り活動を行います。
一．ドライブレコーダーを法人車両に搭載し地域の防犯活動に協力します。
私たち雲南市社会福祉法人連絡会は、この事業を通じて地域公益活動に取り組みます。


令和元年10月18日

雲南市社会福祉法人連絡会

活動内容紹介

協定書に調印後握手を交わす
竹下会長（左）と青木雲南警察署長

子どもの見守りをイメージして、
コウノトリの親子を
デザインしました

ステッカーのデザインを考えた三刀屋高校美術部
（左から）梨岡 華さん、上原理香子さん、松浦千夏部長

車両にステッカーを取り付ける生徒たち
「うんなん福祉・安全サポーター」出発式の様子

雲南市社会福祉法人連絡会 参加法人
・あおぞら福祉会
・愛耕福祉会
・雲南広域福祉会
・仁寿会
7
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・島根県社会福祉事業団
・きすき福祉会
・有隣会
・雲南市社会福祉協議会

・たんぽぽ
・雲南ひまわり福祉会
・萌友福祉会

【順不同】

・かも福祉会
・四ツ葉学園
・よしだ福祉会

福＊祉＊情＊報＊ひ＊ろ＊ば
発
三刀屋中学校
ボランティア

チャレンジ

V
Challenge ＆

olunteer

地域でのボランティア活動を頑張っています！

三刀屋中学校では、地域の祭りやイベント等の運営補助や募金活動
及び奉仕作業への協力など、各種ボランティア活動への取り組みを推
奨されています。参加した生徒たちは様々な活動を通じて、人の役に
立つことについて考えたり、実感する機会を得ています。雲南市社会
福祉協議会においても、昨年12月に開催された雲南市民歳末余芸大
会の会場において、赤い羽根共同募金の募金運動に協力をいただき、
会場来場者への呼びかけやPRを行ってもらいました。
こうした体験を通じ、自分たちが暮らす雲南市への理解を深めると
ともに「次の一歩を踏み出すきっかけ」になることを願っています。
▶

雲南市民歳末余芸大会での募金活動の様子

ご寄贈ありがとうございました

毎年、ありがとうございます！
長年、雲南市シルバー人材センター三刀屋地区会員
の有志の皆様には、ボランティアで三刀屋健康福祉セ
ンターの環境美化にご協力いただいています。
今年度も11月９日に、玄関前の庭木の剪定や清掃など建物周
辺を大変きれいにしていただきました。ありがとうございました。
ご協力いただいた皆様

▲

大東支所……………………………… TEL 43-5610
加茂支所……………………………… TEL 49-7306
木次支所……………………………… TEL 42-9080
吉田支所……………………………… TEL 74-0078
掛合支所……………………………… TEL 62-1121
小規模多機能型居宅介護事業ふれあいセンター… TEL 62-1061
特別養護老人ホーム えがおの里… … TEL 62-1811
三刀屋保育所………………………… TEL 45-2651
掛合保育所…………………………… TEL 62-9900
地域包括支援センター……………… TEL 42-8008
市外局番（0854）

（令和２年１月受付分まで）
「えがおの里ユニット」へ
スチームファン式加湿器１台
島根県立三刀屋高等学校掛合分校生徒会 様
「好老センター通所介護事業所」へ
毛布１枚
島根県立三刀屋高等学校掛合分校生徒会 様
「えがおの里」へ
チルト型車椅子１台
���������� 掛合町 本間敏幸 様
「通所介護事業所おおぎ」へ
シャワーチェアー１台
���������� 大東町 栗

英剛 様

「大東介護事業所」へ
ウエス（古布）
�������� 大東町 どんぐりの会 様
「訪問介護事業所おおぎ」へ
シャンプーハット２個、泡シャンプー２本、
食事エプロン２枚、口腔ケア用スポンジブ
ラシ１箱、上腕式血圧計１台、無添加ワセ
リン５個、プラスチック手袋２箱、移乗補
助ベルト１本
������日本生命労働組合松江支部 様

【訂

正】

当会の広報誌「社協だより令和元年10月号（№59）」の掲載で記事の
中に誤りがありました。
深くお詫び申し上げるとともに、次のとおり訂正させていただきます。
◉８ページ：木次町明るい社会づくり運動協議会様からの木次町チャ
リティ余芸大会収益金寄託についての記事
⃝５行目
【誤】苦情の決断をされましたが、永きに亘って「明
【正】苦渋の決断をされましたが、永きに亘って「明
⃝写真のキャプション
【誤】（左から）木次町明るい社会づくり運動協議会 佐藤嘉男副会長、
【正】（左から）木次町明るい社会づくり運動協議会 佐藤嘉夫副会長、
誠に申し訳ございませんでした。

