社協だより

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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～ 大東中学校ミニサマーボランティアスクール ～

（関連記事 P．4）

８月１日、大東地域交流センターにおいて、大東中学校福祉委員会の皆様を対象に「ミニサマーボラン
ティアスクール」を開催しました。当日は、大東地区民生児童委員協議会（地域福祉推進部会）・大東地区
自治振興協議会（福祉委員会、女性振興会）の皆様と共に、福祉について学び合い、市内の高齢者福祉施設
等で使用される「古布」を切ることに挑戦しました。

主な
内容

編集・発行

P.2 令和 4 年度社協会費のお礼、市及び県社会福祉功労者表彰
P.3 ボランティアセンター通信
P.4 発見！地域のお宝・ミニサマーボランティアスクール・おやさいクレヨン贈呈式・寄附のお礼

社会福祉法人

雲南市社会福祉協議会

〒690-2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋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/

“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”
～ 社協会費がこの取り組みを支えています ～

雲南市総合社会福祉大会を三刀屋文化体育
館アスパルで開催しました。式典でははじめ
に石飛市長から、本年度一〇〇歳を迎えられ
た方へ内閣総理大臣祝状と記念品が、一〇一
歳を迎えられた方へ祝詞と記念品がそれぞれ
伝達、贈呈されました。
続いて、雲南市社会福祉協議会秦会長から
多年に亘り社会福祉活動に功労のあった個人
及び団体の皆様に表彰状及び感謝状が贈呈さ
れ、被表彰者代表の方より謝辞が述べられま
した。最後に大会宣言決議が採択され、閉会
となりました。

○島根県知事感謝

朝日照男、藤原文雄、竹下三郎

一、大塚光則、錦織

○島根県社会福祉協議会会長表彰

山田稔實、高橋
岩田泰成

増田敏男、佃

征男

○雲南市社会福祉協議会会長感謝

幸雄

内田晴臣、石倉 脩、石飛克己、兒玉昭雄、佐藤祐治
陶山隆之、井上禧宏、西村とし、中西茂敏、亀山眞二
小川文子、廣田義生、福間美紀江、若槻繁雄、靏亀正義
三ツ木育子、富田真樹、板垣重夫、高尾正男、三浦 斉
金山由美子、福留陽子、藤原久美子、澤田真琴、細田若代
大塚貴子、影山忠夫、新田英夫、宮川裕次、土屋卓夫
笠間一雄、岡田幹雄、渡部時枝、藤原忠徳、青木幸枝
小林保子、青木初子、安井 諭、星野初江、野々村千代枝
市場ふれあいいきいきサロン
森谷ふれあいいきいきサロン
菅原百代、東町明寿会、西町寿会花づくりクラブ
大坂 潔、森山勝美、谷岡美榮、白築 進、田部敏德
山田稔實、渡部昭男、石原善雄

○雲南市社会福祉協議会会長表彰

雲南市総合社会福祉大会被表彰者 （順不同・敬称略）

主、原

しまね県民福祉大会被表彰者 （順不同・敬称略）

福祉大会で社会福祉功労者表彰

雲南市総合社会福祉大会

市で表彰を受けられた方は次のとおりです。

た方へ、それぞれ表彰が行われました。雲南

な方へ、各団体からは、団体活動に功労のあっ

施設、社会福祉協議会の役職員で功績が顕著

会会長から、民生委員・児童委員や社会福祉

贈呈されました。また、島根県社会福祉協議

り社会福祉の増進に貢献された方へ感謝状が

会館で開催され、島根県知事から永年にわた

令和４年度しまね県民福祉大会が島根県民

しまね県民福祉大会
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会長
雲南市社会福祉協議会

（令和４年９月30日現在）

１０,575,800 円
お寄せいただいた
会費の額

令和４年度の社協会費をお願いしましたところ、市民の皆さまには多大なるご協力をいただき誠にありが
とうございました。役職員一同心から厚く御礼申し上げます。
お寄せいただきました会費は、第４期雲南市地域福祉活動計画に基づき、行政、地域自主組織及び福祉関
係団体等の皆さまと協働で行う「福祉活動」を支える財源として大切に使わせていただきます。
今後とも、“福祉のふるさとづくり”のためのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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ボランティアセンター通信

3 地域を元気にするボランティア
～配食サービスを通じて～

その

見守りに資する配食サービスとは

８月31日現在、市内で88名の方が利用され

このサービスは、『地域自主組織、民生児童

ており『お弁当を食べること』
『配食ボランティ

委員、住民ボランティア等』が連携・協力し、

アさんと会話をすること』等とても楽しみにさ

高齢者等の利用者宅へ定期的に弁当を配達する

れています。

ことで食の自立を促すとともに、見守りを行う

今回は、配食ボランティアとしてご協力いた

ことで安心・安全な地域生活を支援することを

だいています、三刀屋町の多田納 力さんにお

目的としています。

話を伺いましたのでご紹介します。

ネットワーク会議

交流センター or 社協

（つながり）

お元気ですか

達

拠

地域福祉推進員
生活支援コーディネーター

▲▲

民生児童委員

配
点へ

見守りなどに
必要な情報を共有

配食ボランティアさんが
配達します
雲南市内の業者で
つくります

地域包括支援センター
ケアマネージャー

▲▲

▲

社会福祉協議会

これまでの経験を活かして…
約２年前に社会福祉協議会の職員さんから配
食ボランティアに協力をいただけないかと声を

利用者

解決できないことは、三刀屋地区まちづくり協
議会に報告して、必要に応じて専門機関につな
ぐ対応をされています。

掛けていただきました。配食ボランティアは何

このサービスは、利用者にとっても・地域に

をするものなのか、三刀屋地区まちづくり協議

とっても“元気になる”取り組みだと思います。

会の地域福祉推進員さんからお話を伺いまし

今後も私ができることは協力していきたいと思

た。私にボランティアができるのか不安はあり

います。

ましたが、週に１回 地域福祉推進員さん等に
支えてもらいながらボランティアをしていま
す。
私は、ご家庭を訪問する仕事をしていたの
で、人と会話をすることは苦手ではありません
でした。現在、６軒の利用者のお宅を約１時間
かけて配食しています。世間話をしたり、ご飯
を食べているかなど体調確認や声掛けをしてい
ます。時には、利用者から相談を受ける時もあ
ります。私に解決できることはアドバイスをし、

▲ボランティアさんとの会話を楽しみにされているFさん

雲南市ボランティアセンターでは、
「あなたのやってみたい！」を応援します。ぜひ、地域福祉部までご連絡をお待ちしています。
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掛合町で

地域 の
お宝

地域のお宝とは
地域の中には「普段の暮らしの中で気にかけ合う関係」があり、また「見
守り活動」「サロン活動」とは呼ばれていないけど、皆が無意識に行っている大切な「支え合
い活動（つながり）＝＂お宝＂」を言います。そして、この ＂お宝＂ には、大きな意味と価値
が含まれています。

“お宝ポイント”地域に開かれた「つながりの場」
地域に根ざして60余年
「理容おちべ」は地域の元気の源！
今回のお宝は、掛合町で理容店をされている落部さんを紹介し
ます。
昨年７月の豪雨災害の際には自宅兼店舗が床下浸水する被害に
▲掛合町多根地内にある「理容 おちべ」
遭われました。その後入院加療の時期もありお店を休んでおられ
ましたが、地域の方から『なくなったら困る』などの声を聞き『皆さん
が待っていてくれるなら』という思いで再開されました。今ではお店に
来ることが難しくなられた方へ「訪問サービス」も始め、地域の人との
つながりを大事にされています。
散髪が終わった後の世間話はもちろんのこと、ふらっとお店に寄られ
る方との情報交換や、困りごとの相談をされる場にもなっています。コ
ロナ禍により、ゆっくりお茶を飲みながら話をすることができないこと
を残念がっておられましたが、地域の方をはじめとした様々な方に立ち
寄ってもらえることをとても楽しみにされていますし、皆さんにとって
落部 元久さん（84）鳴江さん（83） も「気軽に立ち寄れる所がある」という安心感につながっています。
地域に根付いたこのお店は「居場所」・
「交流」・
「情報交換」・
「困りご
「多根ふれ藍工房」の代表も務められる
奥様と共に。
と相談」の場となり、地域の方の支え合い（つながり）につながっています。
地域のお宝の情報がありましたら、地域福祉部または右記QRコード（二次元コード）まで
ご連絡をお待ちしています。

ボランティアに挑戦！

「ふだんの

大東中ミニサマーボランティアスクール

くらしの しあわせ」
あわせ」の
の実現に向けて！

ふくしってなんだろう？！

ボランティアにチャレンジ

できあがった古布の贈呈

支え合いの大切さを学び合いました

古布を使いやすい大きさに切りました

全員の思いを代表して民生児童委員が届けました

当日は、大東中学校の福祉委員会に所属する生徒23名が参加され「福祉」を学
び合い、「体験」古布切りをしました。毎年、夏休みの期間に福祉委員会のみで福
祉学習を行っていますが、今年は委員だけでなく、全校生徒に「古布」の収集を呼
びかけられました。生徒一人ひとりが「できること」に挑戦しボランティアの輪が
広がりました。

市外局番（0854）

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

「おやさいクレヨン」贈呈式
８月９日に三刀屋保育所で、しま
ね信用金庫による「おやさいクレヨ
ン」の贈呈式がありました。
「おやさいクレヨン」は、収穫の
際に捨てられてしまう野菜の外葉な
どが原料で食品ロスの削減に貢献し
ており、三刀屋保育所、掛合保育所
に合わせて110セットが寄贈されま
した。
園児たち
は大喜び
で、早速思
い思いの絵
を描いてい
ました。
クレヨンで絵を描く園児の様子

ご寄贈ありがとうございました

（令和４年９月受付分まで）

「大東介護事業所」へ 古布����������� 大木原明朗会（小山保雄）様
「大東介護事業所」へ 古布����������������� 笹谷婦人会 様
「大東介護事業所」へ 肌着・紙パンツ������������ 中井千登世 様
「三刀屋保育所・掛合保育所」へ おやさいクレヨン ����� しまね信用金庫 様
「デイサービスみとや」へ 玄米��������������� 松谷 和夫 様
「デイサービス陽だまりの家」へ 新米������������ 藤原
陽様
「えがおの里」へ プライベートスクリーン���������� 内田 宜男 様
「えがおの里（ユニット）」へ  ��������������� 山崎多惠子 様
・防雨人感センサー人感チャイム・増設用人感センサー送信機
・昇降サイドテーブル
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