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～思いやりとやさしさを～
出前福祉教室で福祉教育出前福祉教室で福祉教育

～講習会修了後はボランティアとして活躍しよう～

TEL 0848（22）8385 FAX 0848（20）0120

車いす体験

点字体験学習

手話体験学習高齢者疑似体験

尾道市社会福祉協議会では、「福祉体験学習」として小・中学校で「出前福祉教育体験」を行っています。
平成27年度尾道市内　小学校10校　中学校4校が出前福祉教室を実施しました。

点字や手話・車いすなどを体験することで、福祉の基礎となる思いやりとやさしさを感じてもらいます。
ご希望の小・中学校は下記へお問い合わせください。

社協地域福祉課　☎0848（22）8385

手話通訳者奉仕員養成講座（入門・基礎）
～手話を学びボランティアをはじめませんか～
日　時　5月19日～3月2日　19:00～21:00
　　　　毎週木曜日（全35回）
場　所　総合福祉センター
※参加費（テキスト代）として3,240円が必要です。
※2名以上の参加がない場合は開講しません。

点字1日体験講座
　点字ってどんなもの？と思われている方や点訳ボラン
ティアに興味のある方、ぜひ一度体験してみませんか。
たくさんの参加お待ちしています。
日　時　5月19日（木）10:00～12:00
場　所　総合福祉センター

朗読講習会
～目の不自由な方に、あなたの声で　　　
　　　多くの情報を届けていきませんか～

■向　島
　日時　6月10日～11月25日　10:00～12:00　　　
　　　　第2・第4金曜日（全10回）
　場所　向島愛あいセンター
■御　調
　日時　6月2日～7月7日　13:30～15:00
　　　　第1・第4木曜日（全5回）
　場所　御調支所別館
※参加費（テキスト代）として300円が必要です。
※２名以上の参加がない場合は開講しません。
　瀬戸田地域で朗読ボランティアに興味のある方は、
気軽に社協までお問い合わせください。

要約筆記者養成講座
～耳の不自由な人へ文字で伝えるボランティア～
■尾　道
　日時　6月2日～10月20日　13:30～15:00　　
　　　　第1・第3木曜日　（全10回）
　場所　総合福祉センター
■向　島
　日時　6月28日～11月22日　19:30～21:00
　　　　第2・第４火曜日（全10回）
　場所　向島愛あいセンター
■御　調
　日時　5月11日～9月28日　15:30～16:30
　　  　第2・第4水曜日（全10回）　
　場所　御調支所別館
※２名以上の参加がない場合は開講しません。

手話講習会（入門）
■尾　道
　日時　5月13日～9月9日　10:00～12:00
　　　　毎週金曜日（全17回）
　場所　総合福祉センター
■向　島
　日時　5月25日～9月21日　19:00～21:00　　　　
　　　　毎週水曜日（全17回）
　場所　向島愛あいセンター
■御　調
　日時　5月7日～7月9日　13:30～15:30　
　　　　毎週土曜日（全10回）
　場所　みつぎいこい会館
■因　島
　日時　5月16日～7月25日　19:00～20:30
　　　　毎週月曜日（全10回）
　場所　土生公民館
※参加費（テキスト代）として3,240円が必要です。
※２名以上の参加がない場合は開講しません。

点字講習会
～点字を学びボランティアをはじめませんか～
■尾　道
　日時　5月26日～8月25日　10:00～12:00
　　　　毎週木曜日（全10回）
　場所　総合福祉センター
■向　島
　日時　6月10日～11月25日　19:00～21:00
　　　　第2・第4金曜日（全10回）
　場所　向島愛あいセンター
■因　島
　日時　5月11日～9月28日　18:30～20:30
　　　　第2・第4水曜日（全10回）
　場所　因島市民会館
■瀬戸田
　日時　6月9日～11月24日　19:30～21:00
　　　　第2・第4木曜日（全10回）
　場所　瀬戸田市民会館
※参加費（テキスト代）として1,080円が必要です。
※２名以上の参加がない場合は開講しません。

上記ボランティア講習会・点字1日体験講座の申込みは、☎ 0848（22）8385へ

行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ



（平成28年1月21日～平成28年3月20日受付分）

【本所受付分】

（1月分）

神原　善征 （浦崎町　亡母　オアイ） 金一封
山本　義治 （美ノ郷町　亡父　幹雄） 金一封
桑田　武春 （向東町　亡妻　俊子） 金一封
佐藤久美子 （久保町　亡父　武義） 金一封
荒曽我寿之 （浦崎町　亡父　義秋） 金一封
神原　光夫 （浦崎町　亡母　芳子） 金一封

（2月分）

笠井恵美子 （美ノ郷町　亡母　土屋ミチコ） 金一封
神原　範好 （高須町　亡母　ヱミ子） 金一封
藤井　克範 （浦崎町　亡妻　時子） 金一封
村瀬えり子 （美ノ郷町　亡母　ユキヱ） 金一封
井上スミエ （美ノ郷町　亡夫　尊） 金一封
平川　智章 （向東町　亡父　龍男） 金一封
細谷　悦子 （栗原町　亡夫　豊） 金一封
龍井　利子 （原田町　亡母　髙原貞子） 金一封
田頭　正樹 （浦崎町　亡祖母　智惠子） 金一封
山根　正彦 （浦崎町　亡祖母　マツエ） 金一封
黒瀬　照子 （西御所町　亡夫　純雄） 金一封
番城チヱ子 （栗原町　亡夫　満夫） 金一封
神原　英三 （浦崎町　亡妻　珪子） 金一封
岡﨑　　滉 （百島町　亡母　待子） 100,000
岩石ゆう子 （美ノ郷町　亡父　山﨑健光） 金一封
今岡　直子 （長江一丁目　亡夫　準之輔） 金一封
益永　博文 （木ノ庄町　亡父　克己） 金一封
内海　信博 （木ノ庄町　亡父　照人） 金一封
屋敷　浩子 （栗原西一丁目　亡夫　輝三） 金一封
東覚　恒子 （防地町　亡夫　広三） 金一封
江木　雅之 （原田町　亡母　ハツコ） 金一封
吉岡冨美子 （久山田町　亡夫　一登紀） 金一封
笠井　律雄 （浦崎町　亡父　求） 金一封
神原　康成 （浦崎町　亡母　喜久江） 金一封
辻　　和見 （久保二丁目　亡夫　力夫） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

（3月分）

小出　三惠 （向島町　亡夫　昭彦） 5,000
五十嵐修徳 （浦崎町　亡母　キヨ） 金一封
川原　松代 （東元町　亡夫　弘光） 金一封
槇原　勝正 （高須町　亡母　ヒサヱ） 金一封
白川　豊己 （向東町　亡母　知子） 金一封
板阪久美子 （山波町　亡夫　耕爾） 金一封
佐藤　利明 （原田町　亡父　明信） 金一封

小田原昇吾 （向東町　亡父　俊雄） 金一封
神原　一友 （浦崎町　亡父　一利） 金一封
池岡　貴伸 （浦崎町　亡父　正明） 金一封
河井　佐利 （高須町　亡父　正夫） 金一封
九十九陽平 （美ノ郷町　亡父　孜郎） 金一封
実井　昌子 （栗原町　亡夫　康明） 金一封
麻野　　等 （高須町　亡母　春枝） 金一封
赤迫　克彦 （高須町　亡父・母　清人・時子） 金一封
宮岡　恭子 （向東町　亡弟　山本光男） 金一封
旗手　牧雄 （百島町　亡母　夏子） 50,000
匿　　　名 （2件） 　金一封

【御調支所受付分】

（1月分）

則清　寅美 （御調町大塔　亡父　勇） 金一封

（2月分）

亀岡　哲昭 （御調町市　亡母　須賀子） 金一封
後藤　公作 （御調町市　亡母　孝江） 金一封
小川　　博 （御調町平　亡母　貞子） 金一封
観音堂祐治 （御調町中原　亡父　昇） 金一封

（3月分）

中谷　公昭 （御調町大田　亡母　澄江） 金一封
前田　正記 （御調町大原　亡父　一雄） 金一封
尼子　深雪 （御調町市　亡父　三郎） 金一封
手串　文泰 （御調町市　亡父　惣一） 金一封
藤岡　寿里 （御調町白太　亡父　山崎泉） 100,000

【向島支所受付分】

（1月分）

住岡　幸男 （向島町　亡妻　フミエ） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

（2月分）

鈴木　直子 （向島町　亡夫　荘六） 金一封
古森　　勲 （向島町　亡母　芳香） 金一封
有田久美子 （向島町　亡夫　圭壮） 金一封
木曽　文博 （向島町　亡母　米子） 金一封
濱岡　勝己 （向島町　亡父　保則） 金一封
平林　　守 （向島町　亡父　一彦） 50,000
藤原　洋子 （向島町　亡夫　正資） 金一封
田中　基博 （向島町　亡母　法子） 金一封
嶋川　陽子 （向島町　亡夫　運盛） 金一封
匿　　　名（1件） 金一封

（3月分）

髙原　邦子 （向島町　亡叔母　レイコ） 金一封
村上　和保 （向島町　亡父　正荘） 金一封
小坂　賢吉 （向島町　亡兄　諭） 金一封
則信　勝矩 （向島町　亡妻　歌子） 金一封

【因島支所受付分】

（1月分）

岡野　主裕 （因島土生町　亡父　英司） 金一封
星野　　勤 （長江三丁目　亡母　イワエ） 金一封

（2月分）

小林コナツ （因島中庄町　亡夫　俊夫） 金一封
田頭　章一 （因島中庄町　亡父　章夫） 金一封
田頭　郁夫 （因島中庄町　亡母　和子） 金一封

【瀬戸田支所受付分】

（1月分）

田中　勝徳 （瀬戸田町御寺　亡父　美登） 金一封

（2月分）

匿　　　名 （1件） 金一封

一般寄付

中島　　譲 （百島町） 金一封
國貞　峯子 （手崎町） 金一封
瀬戸田町グラウンドゴルフ協会（瀬戸田町名荷） 金一封
匿　　　名 （3件） 580,694

市社協指定寄付金（計） 1,690,900

地区社協指定寄付金（計） 1,553,694

物品寄付

金光教栗原教会むつみ会（長江三丁目） 雑布 40枚

団体会員

瀬戸田町身体障害者福祉協会
ＮＰＯ法人ひだまり
音声訳グループやまびこ

市社協の運営に対しまして、ご理解とご協力を
いただきました団体会員の方です。
（平成28年1月21日～平成28年3月20日受付分）

　我が国では、少子高齢化並びに人口減少を前提にし
た社会の仕組みのつくりなおしが喫緊の課題になっていま
す。国においては「新たな時代に対応した福祉の提供ビ
ジョン」を示し、これまでの地域包括ケアの推進と併せて、
あらゆる地域、全世代、全対象者型の地域包括支援体
制をつくり、誰もが支え合う地域づくり、人づくりを目指すこ
ととしております。本会においては、支え合いの地域づくり
という役割を十分認識し、平成28年度には、次年度から
始まる新たな地域支援事業に向けて生活支援体制整備
事業の新規事業に加え・改正社会福祉法に伴い、組織
のあり方についての検討などに取り組みます。また、現事
業である小地域活動やボランティア養成事業、ふれあい
サロン事業などを行い、地域における関係者のネットワー

クを推進し、身近な地域での見守りや話し相手などの生
活支援ができるように取り組むとともに、権利擁護事業や
認知症見守り事業、子育て支援事業、住民参加型有料
サービス事業などを実施して、福祉に対する市民の理解
を深め、地域福祉活動への市民参加と協力体制の充実
を図ってまいります。
　介護保険事業は、平成29年度から要支援者の訪問
介護と通所介護の新しい総合事業への移行に伴い経営
環境はより厳しくなりますが、限られた資源を有効に活用し
て、効果的・効率的な事業所運営に努めるとともに、今
後増加が見込まれる一定の医療ニーズをもつ高齢者で
あっても、従来以上に提供するサービスの質を向上し、
在宅での生活を支えていけるよう努めます。

（敬称略）

平成28年度 尾道市社会福祉協議会の事業計画と予算の概要

平成２8年度　一般会計 総額  683,920千円

会費ご協力
ありがとうございました
会費ご協力
ありがとうございました
会費ご協力
ありがとうございました

前期末支払資金残高
17,598千円（2.6％）

積立資産取崩収入
30,581千円（4.5％）

その他の活動収入
2,301千円（0.3％）

その他の収入
1,214千円（0.2％）

受取利息収入
7,934千円（1.2％）

障害福祉サービス収入
37,234千円（5.4％）

会費収入
8,848千円（1.3％）

法人運営事業
115,338千円
（16.9％）

地域福祉事業
134,338千円
（19.6％）

寄附金収入
8,139千円（1.2％）

補助金収入
71,272千円（10.4％）

受託金収入
113,393千円（16.6％）

事業収入
2,885千円（0.4％）

負担金収入
7,218千円（1.1％）

支出収入

居宅介護等事業
　434,244千円（63.5％）

介護保険収入
375,303千円（54.8％）

御調支所 ☎ 0848（76）1231　　　向島支所 ☎ 0848（45）2113

　暮らしの中で「ちょっとした困りごとのある人」に「ちょっとしたことをお手伝いできる人」
を紹介し、お互いが会員となって困りごとをお手伝いする「お互いさまの活動」です。
　御調地域、尾道地域、向島地域、因島地域、瀬戸田地域、各地域で活動し
ています。利用会員164名・サービス会員90名（平成27年2月末）。地域で活動
できるサービス会員を募集しています。
　お仕事を退職された方、子育ての合間や子育てを終えた方、地域で活動してみ
たい方など大歓迎です（資格はいりません）
会員登録料　年間500円（利用会員・サービス会員）、
利　用　料　700円（１時間）・交通費別途
活 動 内 容　掃除、洗濯、買い物、病院受診の付き添いなど日常生活での困りご

とをお手伝いします。
　　　　（例）掃除：ヘルパーさんでは利用できないところの掃除、窓ふき、草取り
　　　　　　病院受診の付き添い：総合病院等への待ち時間や診察への付き添い
　お気軽にお問合せください。
問い合わせ　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

お互さまの気持ちで支えあおう

住民参加型ふれあいサービス

　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　5月18日（水）
　　　　9:30～11:30
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
　　　　指導員　阿部直美さん
申し込み・問い合わせ先
　　　　社協向島支所
　　　　☎0848（45）2113

日赤救急
講 習 会

＊
＊
＊

＊
＊
＊

行事の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ



読み語りボランティア講座（初心者編）
　ブックスタートや学校などで、赤ちゃんや子どもたちに
絵本を読み語りするボランティアを養成する講座です。
子どもたちに良い絵本を届けたい。子どもたちに絵本を
読みたい。今、絵本の読み語りをしているが、勉強したい、
と思っているあなた、ご参加お待ちしています。
日　時　5月11日（水）～10月12日（水） 10:00～12:00
　　　　（全10回）5/11、5/25、6/8、6/22、７/13、７/27、

8/10、8/24、10/12、（実習）9/12～9/30
場　所　総合福祉センター
講　師　元静岡放送アナウンサー　中司弘子さん
　　　　おのみち学校で本を読む会「ルピナス」会員他
内　容　朗読の基礎、子どもの絵本について、ブックス

タートについて、学校での実習
参加費　1,000円（資料代として）
定　員　15名（定員になり次第締めきります）
申し込み・問い合わせ
　　　　社協地域福祉課　☎0848（22）8385
　　　　　　　　　　　　fax0848（20）0120

日　時　6月26日（日）10：00～13：00
場　所　総合福祉センター3階　調理実習室
内　容　夏バテ予防のスタミナメニュー

参加費　一人300円（材料代）
持ち物　エプロン・三角巾・ふきん・台ふきん・マスク・お茶
定　員　15組
申し込み期限　6月21日（火）電話・窓口にて受付

ふれあいサロン研修会を開催しました
　ふれあいサロン研修会を５ヵ所（旧尾道、御調、向島、因島、瀬戸田）で、
ふれあいサロンに関わっているボランティアさん（200名）にご参加いただき
開催しました。
　平成27年度のまとめ、平成28年度の支援体制についての説明を行い
ました。今回は各会場で尾道市内にある7つの地域包括支援センター職
員から、包括支援センターの役割と新しく始まる総合事業の説明をしてい
ただきました。
　今までは、制度における支え合いを中心としていましたが、今後は地域
のみなさんでお互いに支え合い、助け合っていく体制作りをお願いしたいと
いう話もありました。それにはふれあいサロンも役割を担っていただきたいと
いうお願いもしました。開催会場によってはグループワークもおこない、意見交換もすることができました。
　平成28年度もサロンが地域活動の中心となるよう、応援させていただきます。

　高齢者にとって懐かしい情景の想起や、それに伴って
自然に湧いてくる懐かしい感情は、安心して生活できる時
間や環境を導き、生きる喜びを見出すことにつながります。
その一手法である回想法について学びます。
日　時　4月27日（水）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター4階　集団指導室
講　師　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
参加費　無料
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

回 想 法

　認知症の基礎知識や対応方法を、寸劇を通して分か
りやすく学びます。
日　時　5月12日（木）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター4階　集団指導室
講　師　尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会
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

認知症サポーター
養成講座開催

　最近、笑顔で話をしていますか。介護をしていく中での
迷いや悩みなどを、参加者同士で気軽に話し合います。
　ちょっとした疑問でも大丈夫、話しに来てください。
　あなたもホッと一息しませんか？

日　時　4月26日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター１階　和室
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

●在宅介護者の集い●

　花いっぱい運動として、街路に花を植え始めて９年に
なります。苗と肥料を市に提供してもらい、地域の人、民生
委員、小学生、ボランティアの方々に協力して頂き、６月に
千日紅、11月にはパンジーを1,200鉢植えています。
　我々は、土地づくり、肥料やり、月２回の草取り等、管理
を担当していますが、会員が20人程いるので、大勢の力
はすばらしく楽しくやっています。長年やっているとコツが
分り、何となく出来、花が満開になるとほっと達成感が生ま
れます。
　花はいいものです。地域の明るさに、ちょっぴり役立って
いるかな。

心やすらぐ花壇づくり
よろずボランティア たんぽぽ（向島地域）

　ボランティア活動保険は、ボランティア活動中にケガな
どした場合の「損害保険」と第三者の身体または財物な
どに損害を与えた場合に賠償する「損害責任保険」を
セットにしたものです。
　社協で平成28年度の加入の受け付けをしています。
掛 け 金　基本最低額  1人300円（年額）
補償期間　掛けた翌日～平成29年３月31日
申し込み　社協の本所、又はお近くの支所へ

安心のなかでボランティア活動を応援します

ボランティア活動保険  受付中

因島支所 ☎ 0845（22）6562　　　瀬戸田支所 ☎ 0845（27）3846

 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。 

相談担当 相 談 日 時 相談内容 

法律（弁護士） 要予約 4/20、5/18、6/15
毎月1日から予約受付 13:00～16:10 財産・相続・金銭貸借・離婚等の法律に関すること 

法律（司法書士） 要予約 4/14、5/12、6/9 13:00～16:10 登記・相続等の手続きに関すること 
法律（元調停委員） 要予約 5/10、6/7 13:00～15:50 離婚・相続等調停に関すること 
法律（元公証人） 要予約 4/15、5/20、6/17 13:00～16:10 相続・遺言書に関すること 
成年後見（社会福祉士） 要予約 4/28、5/26、6/23 13:00～15:50 成年後見及び福祉全般に関すること 
ボランティア コスモス
（こころの悩みごと） 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 

場所：総合福祉センター１階 〔相談予約：☎0848（21）0322〕福 祉 総 合 相 談福 祉 総 合 相 談福 祉 総 合 相 談

【くらしサポートセンター尾道】 様 な々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、お問い合わせ　☎ 0848（21）0322

社協 介護保険事業所 職員募集

職  種：【嘱託職員】ホームヘルパー
勤務地：尾道市門田町22-5
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）以上
　　　　原付以上の運転免許
担　当：菅近　☎0848（21）1262
　　　　（社会保険完備・制服貸与）

訪問介護事業所

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。

　地域のつながりが希薄化してきた中で、住民同士のつ
ながりや助け合いが求められています。そんな人とのつな
がりが「きずな」となり地域を支えます。
　そこで、日頃からボランティアすることで誰かに期待さ
れ、役割があることで活動の輪が広がります。まちづくりや
人とのつながりなど、みんなで一緒に「できること」を考え
る機会にしましょう。
日　時　5月７日（土）　13:00～14:30
場　所　総合福祉センター４階　大会議室
演　題　「地域に根ざしたボランティア活動」
　　　　　～もっと若者とつながろう～
講　師　広島国際大学　心理学部　
　　　　コミュニケーション心理学科
　　　　教授　久次弘子さん
主　催　（社福）尾道市社会福祉協議会
共　催　尾道ボランティアネットワーク
申し込み　不要　どなたでも参加できます
問い合せ先　社協地域福祉課☎0848（22）8385

地域づくり講演会パート Ⅰ

ひとり親家庭の親子交流会



老人福祉センターを利用される方へ
4月から引き続き老人福祉センターを利用される方、新たに利用される方は利用登録申込書に記入手続きをお願いします。

母子・父子福祉センター

平成28年度就労支援講座 受講生募集
医療事務講座

対　象　どなたでも受講できます。
　　　　（尾道市在住・ひとり親家庭優先）
日　時　6月10日～10月7日　　金曜日
　　　　9:30～12:40　　全17回
場　所　総合福祉センター2階　第2会議室
内　容 病院など保険医療機関での事務全般に

ついて学習し、メディカルクラークの資格
取得を目指します。

講　師　ニチイ学館
受講料　60,000円（テキスト代込み）
　　　　（ひとり親家庭の方には助成あり）
定　員　15名（最少遂行人数12名）
※申し込み締め切りは5月31日（火）です。
※最少遂行人数に達しない場合中止になります。
※5月20日（金）10:00～事前説明会（申込不要）
　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ので、ぜひお越しください。

介護職員初任者研修（7月上旬開講予定）
対　象　どなたでも受講できます。
　　　　（尾道市在住・ひとり親家庭優先）
場　所　総合福祉センター・ふれ愛デイサービス
内　容 介護職員として働くための知識と技術を

身につけ資格を取得します。
受講料　80,000円程度を予定しています。
　　　　（ひとり親家庭の方には助成あり）
※6月12日（日）10:00～事前説明会（申込不要）

講座の内容や資格、仕事についての説明をします。
介護の仕事に携わりたい方、興味のある方、ぜひ
お越しくだい。

学習支援教室受講者募集
対　象　ひとり親家庭の小学4年生～中学生
日　時　4月17日、5月15日、6月19日
　　　　7月30日・31日、8月12日・13日
　　　　8月17日～20日
　　　　10:00～12:00
場　所　総合福祉センター
受講料　無料
内　容　学校の宿題や教科書に沿って学習します。
持ち物 宿題や教科書・問題集などの教材・筆記

用具
※人数把握のため事前に申し込みが必要です。

 子どものための健全な施設で、“あそび”を通して
子どもの創造性・自主性・社会性を育むため、色々
な活動や行事を行っています。

■児童センターの利用・登録について
　就学前のお子さまは、必ず保護者の方とご利用
ください。また、小学生になると一人で来館し、子ど
も自身が選び・自由に遊ぶことの出来る場所です。
いずれも利用するには、『名前』『学校名』『保護
者の名前』『自宅の住所』『保護者の連絡先』『緊
急連絡先』などを記入する【登録】が、年度ごとに
必要となります。（４月からが新年度です。）　
▽開館時間　10:00～17:00
　　　　　　（12:00～13:00の間は閉館）
▽休 館 日　月曜日・祝日・年末年始

■児童センターのあそび
卓球・一輪車・竹馬・けん玉・お手玉
カプラ・オセロ・おはじきカロム・滑り台など

★子どもいけばな教室 受講生募集中！
　2016年度も池坊山陽支部の井上満成先生と進
来せい子先生の生け花教室の体験お稽古が始まり
ます。伝統文化「華道」の世界を体験し、おうちの
中に、季節ごとのいろいろなお花を飾って、日本の
四季を楽しみましょう。
日　時　初回　5月21日（土）
　　　　月1回　土曜日　9:30～10:30
場　所　総合福祉センター2階　第１会議室
講　師　池坊山陽支部
　　　　進来せい子さん、井上満成さん
参加費　10回分　7,000円（花材代、諸経費込み）
対象者　尾道市在住の小学生、中学生
定　員　50名程度
申し込み・問い合わせ　直接来館、電話にて受付中

★茶道をたのしもう！
　お菓子やお抹茶の頂き方を学んで、日本の伝統
文化にふれてみましょう。
日　時　月1回土曜日　14:00～15:00
場　所　総合福祉センター2階　児童センター内
講　師　速水流　五郎畑　成子さん
参加費　300円
対象者　尾道市在住の小学生・中学生
※児童センターだより5月号にて詳しく
　お知らせいたします。

4月 「食生活を見直そう」
　一人暮らしや高齢になると食事が偏りがちです。あなた
の食生活は大丈夫ですか。この機会に見直してみましょう。
日　時　4月28日（木）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター２階　第一会議室
講　師　尾道市健康推進課　職員
参加費　無料

市民のみなさんに福祉センターを知っていただくための行事を開催
しています。尾道市民ならどなたでも参加できます。事前に申込みを
してください。

5月 ～尾道散策～「文人たちの夢を追いかけて」
　尾道は坂のまち、文学のまち。多くの文人たちが尾道で名作を
生みました。その足跡を加藤慈然さんの解説つきで歩きませんか。
日　時　5月19日（木）10:00～12:00（芙美子像前9:50集合）
講　師　加藤慈然さん（妙宣寺　住職）
コース　文学の小径～天寧寺（三重の塔）～妙宣寺
定　員　40名（定員になり次第しめきります。）
※申し込みの受け付けは4月15日（金）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。
　（本人申し込みのみ受け付けます。）
参加費　無料

よりあい広場

※このほかにも「スポーツを楽しもう」などがあります。そのつど参加者を募集しますので障害者福祉センターへお問い合わせください。
　教室は予定です。都合により変更する場合があります。

※教室は予定です。都合により変更になることがありますので、詳しくは老人福祉センターへお問い合わせください。
　教室に参加されるときは、申し込みをお願いします。

平成28年度 老人福祉センター 教室案内

※尾道市内の障害者手帳をお持ちの方が
　利用できます。

※尾道市在住60歳以上の方対象です。
※申込受付はご本人のみとさせていただきます。

平成28年度 障害者福祉センター 教室案内

教　室　名
うたごえ体操

男のストレッチ

一人暮らしの高齢者のつどい
（むつみ会）

脳もいきいき

じんわりストレッチ

ぽかぽか体操

うたを楽しもう

ここからケア

60歳からの
ハワイアン・フラ
お気楽クラブ
(機能回復訓練室利用者対象)
囲碁・将棋クラブ
三世代交流事業

開催日時
毎週金曜日 10:00～11:00
次回4月15日
毎週水曜日 10:00～11:00
次回4月27日
毎月第3木曜 10:00～12:30
初回4月21日
毎月1回土曜日 10:00～11:00
次回5月7日
年12回　火曜日 10:00～11:15
初回4月26日・次回5月24日
年12回　火曜日 10:00～11:15
初回4月12日・次回5月10日
年12回　木曜日 10:00～11:00
初回4月14日・次回5月12日
偶数月年6回 木曜日 10:00～11:00
初回4月28日
奇数月年6回 木曜日 10:00～11:00
初回5月26日
毎月第4土曜日 9:30～10:15
初回4月23日
火～日曜日 13:00～17:00
季節ごと 10:00～13:00

内容と目的
身体の筋を伸ばすストレッチや音楽に合わせて踊ったり、タオルを使って
体操します。
男性のための講座です。ストレッチで身体を動かすことからはじめましょう。
参加者同士交流し、楽しい時間を過ごしましょう。一人暮らしの方対象
です。
問題を解いて右脳と左脳を活性化させ、心豊かなしあわせな人生を
おくりましょう。　※資料の準備があるため、事前申し込み必要
自分の身体の状態を知り、ゆっくりと筋を伸ばして健康意識を高めま
しょう。
レクリエーションを通して、みんなで笑ってリフレッシュ、心も身体も
温まりましょう。
ピアノの生演奏に合わせて、みんなで歌を唄って五感を刺激し、心を
癒しましょう。
がんばらない体操です。身体の状態を知って体調を整えて、若返り
ましょう。
癒しの音楽に合わせて優雅に動いて、素敵な笑顔になりましょう。
気楽に集まって、仲間と体操やレクリエーションをして和気あいあい
楽しみましょう。
囲碁・将棋を楽しみます。何手先まで考え、脳を活性化させましょう。
世代を超えて、季節の行事を楽しみ、交流の輪を広げましょう。

講　座　名
あったかクッキング
（障害者料理教室）

楽しむハーモニカ

うたの花束

パソコン入門

なごみ・抹茶

チャレンジクッキング
（主として知的障害者対象）
ふでふで工房（知的障害者
のための習字クラブ）
はーとらんど
（主として知的障害者対象）

開催日時
第２水曜日 10:00～13:00　初回 5月11日（水）

第２木曜日 10:00～11:30　初回 4月14日（木）
第３水曜日 10:00～11:30　初回 4月20日（水）
毎週金曜日 10:00～12:00
※5月からの参加者を2名募集します。

第４水曜日 10:00～11:30　初回 4月27日（水）

第２土曜日 10:00～12:30　初回 4月9日（土）

第１日曜日 13:30～15:00　初回 ４月17日（日）

第３日曜日 10:30～11:30　初回 ４月17日（日）

備　　考
旬の食材を使って身体にやさしい料理をつくります。

（年2回は日曜日開催）
ハーモニカが初めてでも楽譜が読めなくても大丈夫。リハビリ
にも役立ちます。（ハーモニカのない方は要購入。3,890円）
みんなで懐かしい童謡や歌謡曲を歌います。
パソコン初心者対象の教室です。

（1 年間 48 回で終了です。パソコンの貸し出しもできます。）
お抹茶をいただきながら和みの時間を過ごしましょう。
速水流のお抹茶です。
知的障害者のための料理教室です。保護者や指導員と
離れてボランティアと一緒に調理します。
知的障害者の休日の居場所づくりに役立ててください。
知的障害者の休日の居場所づくりに役立ててください。
楽しくおしゃべりしましょう。

児童センター

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ 各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

どの教室も
参加者募集中です！

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。



老人福祉センターを利用される方へ
4月から引き続き老人福祉センターを利用される方、新たに利用される方は利用登録申込書に記入手続きをお願いします。

母子・父子福祉センター

平成28年度就労支援講座 受講生募集
医療事務講座

対　象　どなたでも受講できます。
　　　　（尾道市在住・ひとり親家庭優先）
日　時　6月10日～10月7日　　金曜日
　　　　9:30～12:40　　全17回
場　所　総合福祉センター2階　第2会議室
内　容 病院など保険医療機関での事務全般に

ついて学習し、メディカルクラークの資格
取得を目指します。

講　師　ニチイ学館
受講料　60,000円（テキスト代込み）
　　　　（ひとり親家庭の方には助成あり）
定　員　15名（最少遂行人数12名）
※申し込み締め切りは5月31日（火）です。
※最少遂行人数に達しない場合中止になります。
※5月20日（金）10:00～事前説明会（申込不要）
　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ので、ぜひお越しください。

介護職員初任者研修（7月上旬開講予定）
対　象　どなたでも受講できます。
　　　　（尾道市在住・ひとり親家庭優先）
場　所　総合福祉センター・ふれ愛デイサービス
内　容 介護職員として働くための知識と技術を

身につけ資格を取得します。
受講料　80,000円程度を予定しています。
　　　　（ひとり親家庭の方には助成あり）
※6月12日（日）10:00～事前説明会（申込不要）

講座の内容や資格、仕事についての説明をします。
介護の仕事に携わりたい方、興味のある方、ぜひ
お越しくだい。

学習支援教室受講者募集
対　象　ひとり親家庭の小学4年生～中学生
日　時　4月17日、5月15日、6月19日
　　　　7月30日・31日、8月12日・13日
　　　　8月17日～20日
　　　　10:00～12:00
場　所　総合福祉センター
受講料　無料
内　容　学校の宿題や教科書に沿って学習します。
持ち物 宿題や教科書・問題集などの教材・筆記

用具
※人数把握のため事前に申し込みが必要です。

 子どものための健全な施設で、“あそび”を通して
子どもの創造性・自主性・社会性を育むため、色々
な活動や行事を行っています。

■児童センターの利用・登録について
　就学前のお子さまは、必ず保護者の方とご利用
ください。また、小学生になると一人で来館し、子ど
も自身が選び・自由に遊ぶことの出来る場所です。
いずれも利用するには、『名前』『学校名』『保護
者の名前』『自宅の住所』『保護者の連絡先』『緊
急連絡先』などを記入する【登録】が、年度ごとに
必要となります。（４月からが新年度です。）　
▽開館時間　10:00～17:00
　　　　　　（12:00～13:00の間は閉館）
▽休 館 日　月曜日・祝日・年末年始

■児童センターのあそび
卓球・一輪車・竹馬・けん玉・お手玉
カプラ・オセロ・おはじきカロム・滑り台など

★子どもいけばな教室 受講生募集中！
　2016年度も池坊山陽支部の井上満成先生と進
来せい子先生の生け花教室の体験お稽古が始まり
ます。伝統文化「華道」の世界を体験し、おうちの
中に、季節ごとのいろいろなお花を飾って、日本の
四季を楽しみましょう。
日　時　初回　5月21日（土）
　　　　月1回　土曜日　9:30～10:30
場　所　総合福祉センター2階　第１会議室
講　師　池坊山陽支部
　　　　進来せい子さん、井上満成さん
参加費　10回分　7,000円（花材代、諸経費込み）
対象者　尾道市在住の小学生、中学生
定　員　50名程度
申し込み・問い合わせ　直接来館、電話にて受付中

★茶道をたのしもう！
　お菓子やお抹茶の頂き方を学んで、日本の伝統
文化にふれてみましょう。
日　時　月1回土曜日　14:00～15:00
場　所　総合福祉センター2階　児童センター内
講　師　速水流　五郎畑　成子さん
参加費　300円
対象者　尾道市在住の小学生・中学生
※児童センターだより5月号にて詳しく
　お知らせいたします。

4月 「食生活を見直そう」
　一人暮らしや高齢になると食事が偏りがちです。あなた
の食生活は大丈夫ですか。この機会に見直してみましょう。
日　時　4月28日（木）10:00～11:30
場　所　総合福祉センター２階　第一会議室
講　師　尾道市健康推進課　職員
参加費　無料

市民のみなさんに福祉センターを知っていただくための行事を開催
しています。尾道市民ならどなたでも参加できます。事前に申込みを
してください。

5月 ～尾道散策～「文人たちの夢を追いかけて」
　尾道は坂のまち、文学のまち。多くの文人たちが尾道で名作を
生みました。その足跡を加藤慈然さんの解説つきで歩きませんか。
日　時　5月19日（木）10:00～12:00（芙美子像前9:50集合）
講　師　加藤慈然さん（妙宣寺　住職）
コース　文学の小径～天寧寺（三重の塔）～妙宣寺
定　員　40名（定員になり次第しめきります。）
※申し込みの受け付けは4月15日（金）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。
　（本人申し込みのみ受け付けます。）
参加費　無料

よりあい広場

※このほかにも「スポーツを楽しもう」などがあります。そのつど参加者を募集しますので障害者福祉センターへお問い合わせください。
　教室は予定です。都合により変更する場合があります。

※教室は予定です。都合により変更になることがありますので、詳しくは老人福祉センターへお問い合わせください。
　教室に参加されるときは、申し込みをお願いします。

平成28年度 老人福祉センター 教室案内

※尾道市内の障害者手帳をお持ちの方が
　利用できます。

※尾道市在住60歳以上の方対象です。
※申込受付はご本人のみとさせていただきます。

平成28年度 障害者福祉センター 教室案内

教　室　名
うたごえ体操

男のストレッチ

一人暮らしの高齢者のつどい
（むつみ会）

脳もいきいき

じんわりストレッチ

ぽかぽか体操

うたを楽しもう

ここからケア

60歳からの
ハワイアン・フラ
お気楽クラブ
(機能回復訓練室利用者対象)
囲碁・将棋クラブ
三世代交流事業

開催日時
毎週金曜日 10:00～11:00
次回4月15日
毎週水曜日 10:00～11:00
次回4月27日
毎月第3木曜 10:00～12:30
初回4月21日
毎月1回土曜日 10:00～11:00
次回5月7日
年12回　火曜日 10:00～11:15
初回4月26日・次回5月24日
年12回　火曜日 10:00～11:15
初回4月12日・次回5月10日
年12回　木曜日 10:00～11:00
初回4月14日・次回5月12日
偶数月年6回 木曜日 10:00～11:00
初回4月28日
奇数月年6回 木曜日 10:00～11:00
初回5月26日
毎月第4土曜日 9:30～10:15
初回4月23日
火～日曜日 13:00～17:00
季節ごと 10:00～13:00

内容と目的
身体の筋を伸ばすストレッチや音楽に合わせて踊ったり、タオルを使って
体操します。
男性のための講座です。ストレッチで身体を動かすことからはじめましょう。
参加者同士交流し、楽しい時間を過ごしましょう。一人暮らしの方対象
です。
問題を解いて右脳と左脳を活性化させ、心豊かなしあわせな人生を
おくりましょう。　※資料の準備があるため、事前申し込み必要
自分の身体の状態を知り、ゆっくりと筋を伸ばして健康意識を高めま
しょう。
レクリエーションを通して、みんなで笑ってリフレッシュ、心も身体も
温まりましょう。
ピアノの生演奏に合わせて、みんなで歌を唄って五感を刺激し、心を
癒しましょう。
がんばらない体操です。身体の状態を知って体調を整えて、若返り
ましょう。
癒しの音楽に合わせて優雅に動いて、素敵な笑顔になりましょう。
気楽に集まって、仲間と体操やレクリエーションをして和気あいあい
楽しみましょう。
囲碁・将棋を楽しみます。何手先まで考え、脳を活性化させましょう。
世代を超えて、季節の行事を楽しみ、交流の輪を広げましょう。

講　座　名
あったかクッキング
（障害者料理教室）

楽しむハーモニカ

うたの花束

パソコン入門

なごみ・抹茶

チャレンジクッキング
（主として知的障害者対象）
ふでふで工房（知的障害者
のための習字クラブ）
はーとらんど
（主として知的障害者対象）

開催日時
第２水曜日 10:00～13:00　初回 5月11日（水）

第２木曜日 10:00～11:30　初回 4月14日（木）
第３水曜日 10:00～11:30　初回 4月20日（水）
毎週金曜日 10:00～12:00
※5月からの参加者を2名募集します。

第４水曜日 10:00～11:30　初回 4月27日（水）

第２土曜日 10:00～12:30　初回 4月9日（土）

第１日曜日 13:30～15:00　初回 ４月17日（日）

第３日曜日 10:30～11:30　初回 ４月17日（日）

備　　考
旬の食材を使って身体にやさしい料理をつくります。

（年2回は日曜日開催）
ハーモニカが初めてでも楽譜が読めなくても大丈夫。リハビリ
にも役立ちます。（ハーモニカのない方は要購入。3,890円）
みんなで懐かしい童謡や歌謡曲を歌います。
パソコン初心者対象の教室です。

（1 年間 48 回で終了です。パソコンの貸し出しもできます。）
お抹茶をいただきながら和みの時間を過ごしましょう。
速水流のお抹茶です。
知的障害者のための料理教室です。保護者や指導員と
離れてボランティアと一緒に調理します。
知的障害者の休日の居場所づくりに役立ててください。
知的障害者の休日の居場所づくりに役立ててください。
楽しくおしゃべりしましょう。

児童センター

各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ 各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ

どの教室も
参加者募集中です！

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。



読み語りボランティア講座（初心者編）
　ブックスタートや学校などで、赤ちゃんや子どもたちに
絵本を読み語りするボランティアを養成する講座です。
子どもたちに良い絵本を届けたい。子どもたちに絵本を
読みたい。今、絵本の読み語りをしているが、勉強したい、
と思っているあなた、ご参加お待ちしています。
日　時　5月11日（水）～10月12日（水） 10:00～12:00
　　　　（全10回）5/11、5/25、6/8、6/22、７/13、７/27、

8/10、8/24、10/12、（実習）9/12～9/30
場　所　総合福祉センター
講　師　元静岡放送アナウンサー　中司弘子さん
　　　　おのみち学校で本を読む会「ルピナス」会員他
内　容　朗読の基礎、子どもの絵本について、ブックス

タートについて、学校での実習
参加費　1,000円（資料代として）
定　員　15名（定員になり次第締めきります）
申し込み・問い合わせ
　　　　社協地域福祉課　☎0848（22）8385
　　　　　　　　　　　　fax0848（20）0120

日　時　6月26日（日）10：00～13：00
場　所　総合福祉センター3階　調理実習室
内　容　夏バテ予防のスタミナメニュー

参加費　一人300円（材料代）
持ち物　エプロン・三角巾・ふきん・台ふきん・マスク・お茶
定　員　15組
申し込み期限　6月21日（火）電話・窓口にて受付

ふれあいサロン研修会を開催しました
　ふれあいサロン研修会を５ヵ所（旧尾道、御調、向島、因島、瀬戸田）で、
ふれあいサロンに関わっているボランティアさん（200名）にご参加いただき
開催しました。
　平成27年度のまとめ、平成28年度の支援体制についての説明を行い
ました。今回は各会場で尾道市内にある7つの地域包括支援センター職
員から、包括支援センターの役割と新しく始まる総合事業の説明をしてい
ただきました。
　今までは、制度における支え合いを中心としていましたが、今後は地域
のみなさんでお互いに支え合い、助け合っていく体制作りをお願いしたいと
いう話もありました。それにはふれあいサロンも役割を担っていただきたいと
いうお願いもしました。開催会場によってはグループワークもおこない、意見交換もすることができました。
　平成28年度もサロンが地域活動の中心となるよう、応援させていただきます。

　高齢者にとって懐かしい情景の想起や、それに伴って
自然に湧いてくる懐かしい感情は、安心して生活できる時
間や環境を導き、生きる喜びを見出すことにつながります。
その一手法である回想法について学びます。
日　時　4月27日（水）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター4階　集団指導室
講　師　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
参加費　無料
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

回 想 法

　認知症の基礎知識や対応方法を、寸劇を通して分か
りやすく学びます。
日　時　5月12日（木）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター4階　集団指導室
講　師　尾道市認知症キャラバン・メイト連絡会
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

認知症サポーター
養成講座開催

　最近、笑顔で話をしていますか。介護をしていく中での
迷いや悩みなどを、参加者同士で気軽に話し合います。
　ちょっとした疑問でも大丈夫、話しに来てください。
　あなたもホッと一息しませんか？

日　時　4月26日（火）13:30～15:30
場　所　総合福祉センター１階　和室
申し込み　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

●在宅介護者の集い●

　花いっぱい運動として、街路に花を植え始めて９年に
なります。苗と肥料を市に提供してもらい、地域の人、民生
委員、小学生、ボランティアの方々に協力して頂き、６月に
千日紅、11月にはパンジーを1,200鉢植えています。
　我々は、土地づくり、肥料やり、月２回の草取り等、管理
を担当していますが、会員が20人程いるので、大勢の力
はすばらしく楽しくやっています。長年やっているとコツが
分り、何となく出来、花が満開になるとほっと達成感が生ま
れます。
　花はいいものです。地域の明るさに、ちょっぴり役立って
いるかな。

心やすらぐ花壇づくり
よろずボランティア たんぽぽ（向島地域）

　ボランティア活動保険は、ボランティア活動中にケガな
どした場合の「損害保険」と第三者の身体または財物な
どに損害を与えた場合に賠償する「損害責任保険」を
セットにしたものです。
　社協で平成28年度の加入の受け付けをしています。
掛 け 金　基本最低額  1人300円（年額）
補償期間　掛けた翌日～平成29年３月31日
申し込み　社協の本所、又はお近くの支所へ

安心のなかでボランティア活動を応援します

ボランティア活動保険  受付中

因島支所 ☎ 0845（22）6562　　　瀬戸田支所 ☎ 0845（27）3846

 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。 

相談担当 相 談 日 時 相談内容 

法律（弁護士） 要予約 4/20、5/18、6/15
毎月1日から予約受付 13:00～16:10 財産・相続・金銭貸借・離婚等の法律に関すること 

法律（司法書士） 要予約 4/14、5/12、6/9 13:00～16:10 登記・相続等の手続きに関すること 
法律（元調停委員） 要予約 5/10、6/7 13:00～15:50 離婚・相続等調停に関すること 
法律（元公証人） 要予約 4/15、5/20、6/17 13:00～16:10 相続・遺言書に関すること 
成年後見（社会福祉士） 要予約 4/28、5/26、6/23 13:00～15:50 成年後見及び福祉全般に関すること 
ボランティア コスモス
（こころの悩みごと） 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 

場所：総合福祉センター１階 〔相談予約：☎0848（21）0322〕福 祉 総 合 相 談福 祉 総 合 相 談福 祉 総 合 相 談

【くらしサポートセンター尾道】 様 な々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、お問い合わせ　☎ 0848（21）0322

社協 介護保険事業所 職員募集

職  種：【嘱託職員】ホームヘルパー
勤務地：尾道市門田町22-5
資　格：介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）以上
　　　　原付以上の運転免許
担　当：菅近　☎0848（21）1262
　　　　（社会保険完備・制服貸与）

訪問介護事業所

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。

　地域のつながりが希薄化してきた中で、住民同士のつ
ながりや助け合いが求められています。そんな人とのつな
がりが「きずな」となり地域を支えます。
　そこで、日頃からボランティアすることで誰かに期待さ
れ、役割があることで活動の輪が広がります。まちづくりや
人とのつながりなど、みんなで一緒に「できること」を考え
る機会にしましょう。
日　時　5月７日（土）　13:00～14:30
場　所　総合福祉センター４階　大会議室
演　題　「地域に根ざしたボランティア活動」
　　　　　～もっと若者とつながろう～
講　師　広島国際大学　心理学部　
　　　　コミュニケーション心理学科
　　　　教授　久次弘子さん
主　催　（社福）尾道市社会福祉協議会
共　催　尾道ボランティアネットワーク
申し込み　不要　どなたでも参加できます
問い合せ先　社協地域福祉課☎0848（22）8385

地域づくり講演会パート Ⅰ

ひとり親家庭の親子交流会



（平成28年1月21日～平成28年3月20日受付分）

【本所受付分】

（1月分）

神原　善征 （浦崎町　亡母　オアイ） 金一封
山本　義治 （美ノ郷町　亡父　幹雄） 金一封
桑田　武春 （向東町　亡妻　俊子） 金一封
佐藤久美子 （久保町　亡父　武義） 金一封
荒曽我寿之 （浦崎町　亡父　義秋） 金一封
神原　光夫 （浦崎町　亡母　芳子） 金一封

（2月分）

笠井恵美子 （美ノ郷町　亡母　土屋ミチコ） 金一封
神原　範好 （高須町　亡母　ヱミ子） 金一封
藤井　克範 （浦崎町　亡妻　時子） 金一封
村瀬えり子 （美ノ郷町　亡母　ユキヱ） 金一封
井上スミエ （美ノ郷町　亡夫　尊） 金一封
平川　智章 （向東町　亡父　龍男） 金一封
細谷　悦子 （栗原町　亡夫　豊） 金一封
龍井　利子 （原田町　亡母　髙原貞子） 金一封
田頭　正樹 （浦崎町　亡祖母　智惠子） 金一封
山根　正彦 （浦崎町　亡祖母　マツエ） 金一封
黒瀬　照子 （西御所町　亡夫　純雄） 金一封
番城チヱ子 （栗原町　亡夫　満夫） 金一封
神原　英三 （浦崎町　亡妻　珪子） 金一封
岡﨑　　滉 （百島町　亡母　待子） 100,000
岩石ゆう子 （美ノ郷町　亡父　山﨑健光） 金一封
今岡　直子 （長江一丁目　亡夫　準之輔） 金一封
益永　博文 （木ノ庄町　亡父　克己） 金一封
内海　信博 （木ノ庄町　亡父　照人） 金一封
屋敷　浩子 （栗原西一丁目　亡夫　輝三） 金一封
東覚　恒子 （防地町　亡夫　広三） 金一封
江木　雅之 （原田町　亡母　ハツコ） 金一封
吉岡冨美子 （久山田町　亡夫　一登紀） 金一封
笠井　律雄 （浦崎町　亡父　求） 金一封
神原　康成 （浦崎町　亡母　喜久江） 金一封
辻　　和見 （久保二丁目　亡夫　力夫） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

（3月分）

小出　三惠 （向島町　亡夫　昭彦） 5,000
五十嵐修徳 （浦崎町　亡母　キヨ） 金一封
川原　松代 （東元町　亡夫　弘光） 金一封
槇原　勝正 （高須町　亡母　ヒサヱ） 金一封
白川　豊己 （向東町　亡母　知子） 金一封
板阪久美子 （山波町　亡夫　耕爾） 金一封
佐藤　利明 （原田町　亡父　明信） 金一封

小田原昇吾 （向東町　亡父　俊雄） 金一封
神原　一友 （浦崎町　亡父　一利） 金一封
池岡　貴伸 （浦崎町　亡父　正明） 金一封
河井　佐利 （高須町　亡父　正夫） 金一封
九十九陽平 （美ノ郷町　亡父　孜郎） 金一封
実井　昌子 （栗原町　亡夫　康明） 金一封
麻野　　等 （高須町　亡母　春枝） 金一封
赤迫　克彦 （高須町　亡父・母　清人・時子） 金一封
宮岡　恭子 （向東町　亡弟　山本光男） 金一封
旗手　牧雄 （百島町　亡母　夏子） 50,000
匿　　　名 （2件） 　金一封

【御調支所受付分】

（1月分）

則清　寅美 （御調町大塔　亡父　勇） 金一封

（2月分）

亀岡　哲昭 （御調町市　亡母　須賀子） 金一封
後藤　公作 （御調町市　亡母　孝江） 金一封
小川　　博 （御調町平　亡母　貞子） 金一封
観音堂祐治 （御調町中原　亡父　昇） 金一封

（3月分）

中谷　公昭 （御調町大田　亡母　澄江） 金一封
前田　正記 （御調町大原　亡父　一雄） 金一封
尼子　深雪 （御調町市　亡父　三郎） 金一封
手串　文泰 （御調町市　亡父　惣一） 金一封
藤岡　寿里 （御調町白太　亡父　山崎泉） 100,000

【向島支所受付分】

（1月分）

住岡　幸男 （向島町　亡妻　フミエ） 金一封
匿　　　名 （1件） 金一封

（2月分）

鈴木　直子 （向島町　亡夫　荘六） 金一封
古森　　勲 （向島町　亡母　芳香） 金一封
有田久美子 （向島町　亡夫　圭壮） 金一封
木曽　文博 （向島町　亡母　米子） 金一封
濱岡　勝己 （向島町　亡父　保則） 金一封
平林　　守 （向島町　亡父　一彦） 50,000
藤原　洋子 （向島町　亡夫　正資） 金一封
田中　基博 （向島町　亡母　法子） 金一封
嶋川　陽子 （向島町　亡夫　運盛） 金一封
匿　　　名（1件） 金一封

（3月分）

髙原　邦子 （向島町　亡叔母　レイコ） 金一封
村上　和保 （向島町　亡父　正荘） 金一封
小坂　賢吉 （向島町　亡兄　諭） 金一封
則信　勝矩 （向島町　亡妻　歌子） 金一封

【因島支所受付分】

（1月分）

岡野　主裕 （因島土生町　亡父　英司） 金一封
星野　　勤 （長江三丁目　亡母　イワエ） 金一封

（2月分）

小林コナツ （因島中庄町　亡夫　俊夫） 金一封
田頭　章一 （因島中庄町　亡父　章夫） 金一封
田頭　郁夫 （因島中庄町　亡母　和子） 金一封

【瀬戸田支所受付分】

（1月分）

田中　勝徳 （瀬戸田町御寺　亡父　美登） 金一封

（2月分）

匿　　　名 （1件） 金一封

一般寄付

中島　　譲 （百島町） 金一封
國貞　峯子 （手崎町） 金一封
瀬戸田町グラウンドゴルフ協会（瀬戸田町名荷） 金一封
匿　　　名 （3件） 580,694

市社協指定寄付金（計） 1,690,900

地区社協指定寄付金（計） 1,553,694

物品寄付

金光教栗原教会むつみ会（長江三丁目） 雑布 40枚

団体会員

瀬戸田町身体障害者福祉協会
ＮＰＯ法人ひだまり
音声訳グループやまびこ

市社協の運営に対しまして、ご理解とご協力を
いただきました団体会員の方です。
（平成28年1月21日～平成28年3月20日受付分）

　我が国では、少子高齢化並びに人口減少を前提にし
た社会の仕組みのつくりなおしが喫緊の課題になっていま
す。国においては「新たな時代に対応した福祉の提供ビ
ジョン」を示し、これまでの地域包括ケアの推進と併せて、
あらゆる地域、全世代、全対象者型の地域包括支援体
制をつくり、誰もが支え合う地域づくり、人づくりを目指すこ
ととしております。本会においては、支え合いの地域づくり
という役割を十分認識し、平成28年度には、次年度から
始まる新たな地域支援事業に向けて生活支援体制整備
事業の新規事業に加え・改正社会福祉法に伴い、組織
のあり方についての検討などに取り組みます。また、現事
業である小地域活動やボランティア養成事業、ふれあい
サロン事業などを行い、地域における関係者のネットワー

クを推進し、身近な地域での見守りや話し相手などの生
活支援ができるように取り組むとともに、権利擁護事業や
認知症見守り事業、子育て支援事業、住民参加型有料
サービス事業などを実施して、福祉に対する市民の理解
を深め、地域福祉活動への市民参加と協力体制の充実
を図ってまいります。
　介護保険事業は、平成29年度から要支援者の訪問
介護と通所介護の新しい総合事業への移行に伴い経営
環境はより厳しくなりますが、限られた資源を有効に活用し
て、効果的・効率的な事業所運営に努めるとともに、今
後増加が見込まれる一定の医療ニーズをもつ高齢者で
あっても、従来以上に提供するサービスの質を向上し、
在宅での生活を支えていけるよう努めます。

（敬称略）

平成28年度 尾道市社会福祉協議会の事業計画と予算の概要

平成２8年度　一般会計 総額  683,920千円

会費ご協力
ありがとうございました
会費ご協力
ありがとうございました
会費ご協力
ありがとうございました

前期末支払資金残高
17,598千円（2.6％）

積立資産取崩収入
30,581千円（4.5％）

その他の活動収入
2,301千円（0.3％）

その他の収入
1,214千円（0.2％）

受取利息収入
7,934千円（1.2％）

障害福祉サービス収入
37,234千円（5.4％）

会費収入
8,848千円（1.3％）

法人運営事業
115,338千円
（16.9％）

地域福祉事業
134,338千円
（19.6％）

寄附金収入
8,139千円（1.2％）

補助金収入
71,272千円（10.4％）

受託金収入
113,393千円（16.6％）

事業収入
2,885千円（0.4％）

負担金収入
7,218千円（1.1％）

支出収入

居宅介護等事業
　434,244千円（63.5％）

介護保険収入
375,303千円（54.8％）

御調支所 ☎ 0848（76）1231　　　向島支所 ☎ 0848（45）2113

　暮らしの中で「ちょっとした困りごとのある人」に「ちょっとしたことをお手伝いできる人」
を紹介し、お互いが会員となって困りごとをお手伝いする「お互いさまの活動」です。
　御調地域、尾道地域、向島地域、因島地域、瀬戸田地域、各地域で活動し
ています。利用会員164名・サービス会員90名（平成27年2月末）。地域で活動
できるサービス会員を募集しています。
　お仕事を退職された方、子育ての合間や子育てを終えた方、地域で活動してみ
たい方など大歓迎です（資格はいりません）
会員登録料　年間500円（利用会員・サービス会員）、
利　用　料　700円（１時間）・交通費別途
活 動 内 容　掃除、洗濯、買い物、病院受診の付き添いなど日常生活での困りご

とをお手伝いします。
　　　　（例）掃除：ヘルパーさんでは利用できないところの掃除、窓ふき、草取り
　　　　　　病院受診の付き添い：総合病院等への待ち時間や診察への付き添い
　お気軽にお問合せください。
問い合わせ　社協地域福祉課　☎0848（22）8385

お互さまの気持ちで支えあおう

住民参加型ふれあいサービス

　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　5月18日（水）
　　　　9:30～11:30
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
　　　　指導員　阿部直美さん
申し込み・問い合わせ先
　　　　社協向島支所
　　　　☎0848（45）2113

日赤救急
講 習 会

＊
＊
＊

＊
＊
＊

行事の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ
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～思いやりとやさしさを～
出前福祉教室で福祉教育出前福祉教室で福祉教育

～講習会修了後はボランティアとして活躍しよう～

TEL 0848（22）8385 FAX 0848（20）0120

車いす体験

点字体験学習

手話体験学習高齢者疑似体験

尾道市社会福祉協議会では、「福祉体験学習」として小・中学校で「出前福祉教育体験」を行っています。
平成27年度尾道市内　小学校10校　中学校4校が出前福祉教室を実施しました。

点字や手話・車いすなどを体験することで、福祉の基礎となる思いやりとやさしさを感じてもらいます。
ご希望の小・中学校は下記へお問い合わせください。

社協地域福祉課　☎0848（22）8385

手話通訳者奉仕員養成講座（入門・基礎）
～手話を学びボランティアをはじめませんか～
日　時　5月19日～3月2日　19:00～21:00
　　　　毎週木曜日（全35回）
場　所　総合福祉センター
※参加費（テキスト代）として3,240円が必要です。
※2名以上の参加がない場合は開講しません。

点字1日体験講座
　点字ってどんなもの？と思われている方や点訳ボラン
ティアに興味のある方、ぜひ一度体験してみませんか。
たくさんの参加お待ちしています。
日　時　5月19日（木）10:00～12:00
場　所　総合福祉センター

朗読講習会
～目の不自由な方に、あなたの声で　　　
　　　多くの情報を届けていきませんか～

■向　島
　日時　6月10日～11月25日　10:00～12:00　　　
　　　　第2・第4金曜日（全10回）
　場所　向島愛あいセンター
■御　調
　日時　6月2日～7月7日　13:30～15:00
　　　　第1・第4木曜日（全5回）
　場所　御調支所別館
※参加費（テキスト代）として300円が必要です。
※２名以上の参加がない場合は開講しません。
　瀬戸田地域で朗読ボランティアに興味のある方は、
気軽に社協までお問い合わせください。

要約筆記者養成講座
～耳の不自由な人へ文字で伝えるボランティア～
■尾　道
　日時　6月2日～10月20日　13:30～15:00　　
　　　　第1・第3木曜日　（全10回）
　場所　総合福祉センター
■向　島
　日時　6月28日～11月22日　19:30～21:00
　　　　第2・第４火曜日（全10回）
　場所　向島愛あいセンター
■御　調
　日時　5月11日～9月28日　15:30～16:30
　　  　第2・第4水曜日（全10回）　
　場所　御調支所別館
※２名以上の参加がない場合は開講しません。

手話講習会（入門）
■尾　道
　日時　5月13日～9月9日　10:00～12:00
　　　　毎週金曜日（全17回）
　場所　総合福祉センター
■向　島
　日時　5月25日～9月21日　19:00～21:00　　　　
　　　　毎週水曜日（全17回）
　場所　向島愛あいセンター
■御　調
　日時　5月7日～7月9日　13:30～15:30　
　　　　毎週土曜日（全10回）
　場所　みつぎいこい会館
■因　島
　日時　5月16日～7月25日　19:00～20:30
　　　　毎週月曜日（全10回）
　場所　土生公民館
※参加費（テキスト代）として3,240円が必要です。
※２名以上の参加がない場合は開講しません。

点字講習会
～点字を学びボランティアをはじめませんか～
■尾　道
　日時　5月26日～8月25日　10:00～12:00
　　　　毎週木曜日（全10回）
　場所　総合福祉センター
■向　島
　日時　6月10日～11月25日　19:00～21:00
　　　　第2・第4金曜日（全10回）
　場所　向島愛あいセンター
■因　島
　日時　5月11日～9月28日　18:30～20:30
　　　　第2・第4水曜日（全10回）
　場所　因島市民会館
■瀬戸田
　日時　6月9日～11月24日　19:30～21:00
　　　　第2・第4木曜日（全10回）
　場所　瀬戸田市民会館
※参加費（テキスト代）として1,080円が必要です。
※２名以上の参加がない場合は開講しません。

上記ボランティア講習会・点字1日体験講座の申込みは、☎ 0848（22）8385へ

行事等の申し込み・お問い合わせは ☎ 0848（22）8385へ


