
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。

第274号
2021（令和3）年２月10日発行

北部

西部

南部

南部（瀬戸田）

東部

中央

向島

　尾道市では、地域包括支援センターのある7つの圏域ごとに、生
活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を配置して、住民
主体による生活支援・介護予防サービスの充実が図れるよう、地
域の皆さんと一緒に地域づくりを進めています。
　「いつまでも暮らしたい このまちで あなたの笑顔が宝物」を
テーマに、地域の皆さんの「こんなサービスがあったらいいな」
「もっと、自分たちの地域を良くしたい」という思いを形にしていく
ため、生活支援体制整備事業における調整役として、生活支援
コーディネーターがお手伝いします。今後、担当地域へ足を運び、
市民の皆さんと一緒に活動していきます。どうぞ、よろしくお願い
します。

～地域共生社会の実現を目指して～～地域共生社会の実現を目指して～

＜生活支援体制整備事業＞

安心して暮らすための地域づくり安心して暮らすための地域づくり

　尾道市社協に勤めて、４年
目になりました。地域の名前
や皆さんのお顔を少しずつ覚
えられるようになりました。こ

れからも地域のサロン等に出向いていきますので、よ
ろしくお願いいたします。

西部圏域担当
藤原  孝太郎

　コロナ禍、出かけることを
控え、心も体もフレイル（虚弱）
になりがちです。コロナを正
しく恐れ、予防しながら人と

人のつながりを絶やさない地域づくりにみなさんと一
緒に取り組みます。

北部圏域担当
石井  茂代

　生活上の不安や困りごとを
解決するために地域の皆さん
と「話しあえる場」づくりを
進め、地域にある社会資源を

活用しながら皆さんと地域づくりを進めていきたいと
思っています。

南部（因島・瀬戸田）圏域担当
峰松  洋介

　今年度から中央圏域の担当
になりました。まだまだ手探
りですが、早く皆さんに顔を
覚えていただけるよう積極的

に地域へ出向き、皆さんと一緒に安心して暮らせるま
ちづくりを目指していきます。

中央圏域担当
槙　麻美

生活支援コーディネーターです
 尾道市社協で受託している５圏域の
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御調支所　☎0848（76）1231　　向島支所　☎0848（45）2113

赤い羽根共同募金にご協力頂いた企業（法人募金） 貴重な浄財をありがとうございます。
アイ・オフィス・サービス（有）、（株）アオキ、（株）青木組、青山病院、（有）朝日屋、（株）安保商店、（株）アマノ、（有）
有田商会、アンデックス（株）、石井歯科医院、諫見内科医院、板阪整形外科クリニック、板阪内科小児科医院、

井手内科クリニック、井ノ原建設（株）、今岡製菓（株）、上野整形外科、宇根クリニック、永正寺、（株）円福寺、大元歯科医院、
岡田歯科医院、（有）岡田造船所、おかはし内科、岡本建設（株）、（有）オカモトシキモノ、岡本電機（株）、奥工業（株）、尾道
医療器（株）、尾道海技学院（財）、尾道機械工具（株）、尾道クミカ工業（株）、尾道クリニック、尾道合同タクシー（株）、尾道
国際ホテル、尾道自動車販売（株）、尾道諸品倉庫（株）、尾道製麩（株）、（協）尾道地区総合トラックセンター、（協）尾道鉄工
センター、尾道東ロータリークラブ、尾道遊技業（協）、尾道冷凍工業（株）、尾道ロータリークラブ、（株）カープランニング広島、
垣内税務会計事務所、笠井工業（株）、笠井病院、数田皮膚泌尿器科医院、（株）カタオカ、片山医院、かなもと医院、鐵萬商事（株）、
加納内科消化器科、（有）亀山商店、からさわ、河上歯科医院、川本建設（株）、木曽造船（株）、木曽病院、北川鋼業（株）、キッ
チンイシイ佐久ら、（株）旭光製作所、くさか整形外科、クニヒロ（株）、久山内科医院、グリーンヒルホテル尾道、桑田船渠（株）、
（株）啓文社、（有）桂馬商店、（有）ケイワハウジング、高亀病院、（株）弘法、古島整形外科、（株）古島鉄工所、小山歯科医院、
坂上整形外科クリニック、迫田運送（株）、ささき小児科医院、佐藤汽船（株）、（株）佐藤工務店、佐藤内科クリニック、さと
う皮ふ科、三栄工業（株）、三北調剤薬局、サンモルテ、山陽工業（株）、山陽船舶電機（株）、三和鉄構建設（株）、JA尾道総合病院、
JA尾道市、シンワパッケージ（有）、住元整形外科医院、住元綿業、瀬尾税理士事務所、瀬戸内クラフト（株）、セブンイレブ
ン尾道土堂店、大信産業（株）、（株）大宝組、タカウモータース（有）、高垣デンキ産業（株）、（株）高升船舶工業、田島接骨院、
田中凸版印刷、田辺クリニック、檀上医院、檀上歯科医院、チューギ（株）、中国トラベル（株）尾道支店、中国労働衛生協会
尾道検診所、中国紙工業（株）、（株）中国冨士精密製作所、（株）九十九塗装店、（株）鉄道広告、土居溶接工業（株）、東洋電熱
工業（株）、徳毛外科胃腸科医院、中尾歯科医院、（株）ナカタ・マックコーポレーション、中司歯科医院、鍋島内科医院、難
波木材（株）、ニコー（有）、西医院、日工（株）、ニッコー機材（株）、（株）パイオニア電子計算センター、（株）はせべ、花田建
築設計事務所、花房眼科医院、浜中皮ふ科クリニック、（株）はまはら、久福汽船（株）、備三タクシー（株）、（有）ひまわりラ
イフケアサポート、広川エナス（株）尾道支店、広島県トラック協会尾道支部、（有）ファインテック、（株）福井亀之助商店、
福原内科医院、フジオナッツファーム（株）、フジグラン尾道、藤田内科医院、扶桑工業（株）、古川歯科医院、プレス工業（株）、
ベイタウン尾道、（有）細谷石油、（株）堀田組、（株）堀田クロス、堀田レディースクリニック、保手浜眼科、本田クリニック、
まつなが眼科、松本内科胃腸科医院、まるか食品（株）、丸久堂、丸善製薬（株）、丸谷循環器科内科医院、丸山歯科医院、丸
和石油（株）、水ノ上災害防具（株）、三谷機械（株）、（株）三谷製作所、三藤医療器（株）、三藤歯科医院、（株）ミネ技術、宮地機工（株）、
宮地クリニック内科小児科、宮地ナショナル（株）、宮地弘商事（株）尾道支社、みやの耳鼻咽喉科、向島運送（株）、村上記念病院、
（有）元廣建築設計事務所、森本医院、保広（有）、山下耳鼻咽喉科クリニック、山乃花陸運（有）、山丸汽船（株）、山本医院、（株）
山本衛生、やまもと歯科、（株）山本製作所、山本病院、（株）山本屋、山本司法書士事務所、山脇酸素（株）、ゆあさ眼科、湯浅内科、
（株）ゆきひろ、ヨコハマタイヤリトレッド（株）、よしはらクリニック、（有）若宮製作所、（株）渡辺工業所

旧尾道

（有）アグリサポート、（株）赤坂ボーリング、朝日新聞御調販売所、（株）イノウエコンサルタント、石田工業、（株）
石橋商会、岩田鈑金、上田開発（有）、栄信産業（株） 、大阪たこ焼きこなもん御調店、お好み焼川本、お食事処（有）

宮さん、岡田車輌、（有）オクダ「久屋」、（株）尾道柿園、沖宗工業（株）、カットサロン・フレンド、カフェ・レストボン、かわち薬局、
樫木建設（株）、（株）キヨカワ、（有）木下工業所、河野園芸、コミュニティートヨタ、金剛講備北支部、こばやし美容室、近藤印刷、
近藤製菓店、（有）﨑髙科石材店、サンリース販売（株）、三信建設（株）、進吾（株）、（有）たかば、（株）タカヤマ、（株）高垣瓦工業所、
田口板金工業、（医）たなか医院、谷尻建設（株）、（株）かがやきフーズ（テルちゃんキムチ）、（株）でんきのみやま、（株）常盤家具、
道久商店、原田花店、尾三地方森林組合、ピー・エム・ワーク（有）、平松自動車（株）、美容室フィール、ファッションプラ
ザみぞうえ、ファーマシィ薬局あすなろ、ファミリーパークやまね、ファミリーマート御調町店、（医）奉佑会本多医院、（有）
マキタ石油店、御調運送（株）、御調オート（有）、みつきのべんり屋、（株）みつぎ被服、（株）みつぎ交流館、みつぎフーズ（現
賀餅）、ミルク美容室、向井農機具センター、村上歯科医院、森田設備（有）、（株）守光ホームサービス、（医）八木診療所、（株）
保成工業、（有）八津川石油店、（有）山岡葬祭、（有）ヤマト鉄工、（有）ユニリュウ、よこた歯科医院、吉田建設（株）、（株）ヨ
シダ電業、（有）仕出し吉和、リョービミツギ（株）、ローソン御調町店、Ｙショップ石川

御　調

相生学院高等学校、（有）青木印刷所、青木プロパン（株）、阿弥陀寺、居酒屋せいちゃんち、磯村産業（株）、稲荷食堂、
WILLOWS NURSERY、植田（有）、（有）上田商店、内海金属工業（株）、ウネモトモータース、永弘海運（有）、エ

ボシ電器、おうちごはん、（株）オーエムエル、大田垣医院、（株）大畠商会、お好み焼きてっちゃん、お食事処ばんや、尾道
しまなみゲストハウス、尾道渡船（株）、尾道やすらぎの宿「しーそー」、（有）小原石油商会、花苑（喫茶）、かぎしっぽ、柏原接骨・
鍼灸院、カツシマ歯科医院、（有）勝島総合新聞舗、カットハウスピア、カフェ・ド・フォレスト、（有）河岡不動産、川上青果（株）、
川口青果（有）、元祖えひめ屋、（株）木曽建設、（有）木曽サイクル、木曽・和・洋酒店、喫茶花梨、（株）京泉工業、（有）協栄製作所、
共和建材（有）、（株）黒瀬建設、くろせ歯科クリニック、クロタ硝子、黒飛建設（有）、桑原歯科医院、河尻モータース、興進
産業（株）、小坂耳鼻咽喉科クリニック、後藤鉱泉所、珈琲館モンブラン、珈琲豆ましろ、さくら歯科クリニック、（株）佐藤工業、
（株）三平工作所、JA尾道市向島支店、（株）ＪＯＹＳＩＳ、重白建設（有）、地蔵院、（宗）重楽寺、ジュンコ美容室、（株）昌和精工、
（株）新栄機工、神宮寺、住田酒店、住田製パン、せいのカメラ店、正和クリーン商会（有）、成和工業（株）、（株）セトウチ、
瀬戸内建販、セブンイレブン尾道向島店、総合衣料まつなが、創作料理笑顔、大晃工事（株）、大晃産業（株）、大平交通（株）、（株）
高原造船所、高原内科循環器科、高見酒店（有）、（株）高見製作所、竹森商店、長福寺、土本ファミリークリニック、（有）輝建、Ｔ・
Ａ電気商会、（有）東邦断熱、得本医院、戸田栄光堂薬局（株）、トノウラ自動車（株）、富浜薬局、（株）永井組、（有）西原たたみ店、
日光自動車（有）、日伸精機、（有）新田衛生社、新田土建、ハートフルＡＮＺＥＮ、（有）林原工務店、半田瓦店、半田建材工業（有）、
Ｂ＆Ｂ潮風、（株）美粧堂、ビューティサロンオレンジ、備後造船（株）、福本フェリー（株）、フジサービス、藤田商店、藤本酒店、
ふなはし化粧品店、（株）フレスタ向島店、ヘアーメイクＦｏｒＹｏｕ、まさや（クリーニング）、（株）マツウラ、（株）松永研
磨工業所、まる上青果（株）、まるふじストアー、万汐農園、万陽園芸（株）、三木商事（株）、三井工業（株）、光木進司法書士事務所、
光藤工業、ミナミ、三宅医院、向島運航（株）、向島小児科外科クリニック、向島自動車板金塗装（有）、向島造機（株）、向島
町漁業（協）、向島ドック（株）、向島明輝写場、むつみ理容院、村上接骨院、メール洋菓子店、（有）モリモト工業、悶舌飯店、
焼き肉えぇじゃん、八木理容院、ヤスマツ畳店（有）、山一楠青果、（株）山一工務店、山本医院、（有）横山酒店、吉原工業（株）、
吉原産業（有）、（株）吉原ソーイング、ラーメンシゲ、ローソン尾道向島中央店、ワコールショップクワダ

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

　尾道市支え合いセンターは、平成30年７月豪雨被災者の寄り添い支援を目的として開所しました。被災者
宅へ訪問し、被災による困りごとを聞いたり、防災に関する情報提供を行いました。その他にも、災害ボラン
ティアの派遣や、もとからある生活上の困りごとの解決に向けて支援機関への橋渡しを行ってきました。
　訪問支援以外にも、各種相談会や茶話会、防災関連のイベント等も開催しました。
　豪雨災害から２年半が経ち、現在では、多くの世帯が少しずつ元の生活に戻ってきています。

サポートセンター通信 vol.３

（株）アイメックス、生口海運（有）、イワキテック（株）因島工場、因島カイモト（株）、因の島ガス（株）、因島機
械（株）、因島汽船（株）、因島金属（株）、因島食品衛生協会、因島調剤薬局、因島鉄工（株）、因島ペンション白

滝山荘、（有）エイシンテック、圓光産業（株）、大岡耳鼻咽喉科医院、（有）大出材木店、柏原回漕店、（有）柏原工業、（株）加納
屋建設、（有）貴恵機商、（株）サンロード、（株）三和ドック、ジョージア園芸、（有）新生企業、（株）ステージ、（株）東洋化学商会、
（有）冨喜商会、（有）ナイスウエア、（菓子処）中島、（有）長崎図工、（有）ニシセト商事、西日本エンジンサービス（株）、日昇無線（株）、
ＨＥＡＲＴＳ　ｈａｉｒ、（株）橋本組、（有）はと印刷、（株）ハリソン産業因島、ビー・シー保全工業（株）、（株）備後海事、（医）藤井
医院、藤井新聞店、本四バス開発（株）、（有）松本鉄工所、（有）マルサン設備、丸芳建設（有）、（株）ミチフク、（有）宮地工務店、村
井石油（株）、森尾内科医院、山口賢司税理士事務所、（有）ラブワン、（株）万田発酵、重井郵便局、因島鉄工業団地協同組合

因　島

（株）アステック、生口ガス（株）、（株）池内電設、（有）池田洋品店、 （有）イシハラ、（株）岡恒鋏工場瀬戸田工場、尾
道産業（株）瀬戸田工場、柏原工業（有）、（有）片山船用品、（有）かねよし、共栄産業（有）、（有）向栄堂、宗教法人耕

三寺、光洋工業（株）、寿工業（有）、（有）金光丸運送、（有）サンクローバー瀬戸田、サンライト工業（有）、 （有）新地工業、（株）島
ごころ、（有）住之江旅館、（有）せき酒店、瀬戸内興産（株）、瀬戸田運送（有）、瀬戸田給食センター（有）、（有）瀬戸田自動車工作所、
瀬戸田生コンクリート（株）、瀬戸田燃料（株）、大雄産業（株）、（有）武内薬局、 （有）蓼原組、（有）タデハラ商会、（株）田中組、田
和自動車（有）、（有）茶谷屋、（有）筒井旅館、（有）堂崎工業、（株）ドルチェ、内海エンジニアリング（株）、内海造船（株）、（株）長畠
商店、（有）中原建具、西岡鉄工（有）、（株）野坂組、（有）張間輪業、備三舗道（有）、（有）ヒロキ、 平山郁夫美術館、（有）富士本舗、（有）
藤本モータース、（株）フレスタ瀬戸田店、本四バス開発（株）瀬戸田営業所、（有）マツオカ写真、松萬産業（有）、（株）丸松、（有）
みしまや、（有）みのりや電設、宮本電機（株）、（有）向井開発、（有）向山スポーツ、（有）村上組、明治工業（有）、 （有）山下青果、 
（有）友文館、（有）脇本鉄工所、和晃産業（株） 

瀬戸田

（令和２年10月１日～令和３年１月25日受付分）（敬称略・50音順）

（令和2年12月末現在）

尾道市支え合いセンターは、令和3年3月末をもって閉所します。

訪問した世帯数 合計 383世帯 支え合いセンターの活動内容をパネル展示します。

尾道 茶話会の様子

旧　尾　道：132
御　　　調：　25
向　　　島：　42

展示期間：令和３年 3/9（火） ～ 3/19（金）
場　　所：尾道市役所１Ｆ 市民交流スペース他

因　　　島：161
瀬　戸　田：　10
市外転居等：　13

御調 茶話会の様子 災害ボランティア研修会の様子

連絡先　尾道市支え合いセンター　☎ 0848（22）2113

相談担当 相談日時 相談内容

法律（弁護士）
要
予
約

2/17，3/17
毎月１日から予約受付 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

法律（司法書士） 2/18，3/11 13：00～16：10（約30分） 登記・相続等の手続きに関すること

法律（元調停委員） 3/2 13：00～15：50（約40分） 離婚・相続等調停に関すること

法律（元公証人） 2/19，3/19 13：00～16：10（約30分） 相続・遺言書に関すること

傾聴ボランティア 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

福祉総合相談 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いたします。お気軽にご相談ください。

【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、お問い合わせ　☎ 0848（21）0322
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各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎0848（22）8385 へ

障害者福祉センター 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。

「スポーツを楽しもう～ボッチャ体験」
　パラリンピック正式種目でもある、ヨーロッパで生
まれたスポーツです。性別・年齢を問わず、誰でも
楽しめる競技を体験してみましょう。 
日　時　２月25日（木） 13:30～15:00 
場　所　総合福祉センター４階　大会議室 
指　導　スポーツ推進委員
参加費　無料
持ち物　飲み物（水分補給用）
定　員　20名 （定員になり次第締め切ります）
申込方法　２月10日（水）９:30～　電話または直接来館にて。

視覚障害者対象パソコン講習会
（基礎講座）
　音声読み上げソフトの基本操作を習得する基本講
座を開催します。主にキーボード操作、日本語入力
など音声での操作を中心とした講習です。合計12時
間の講習で学んでみませんか。 
対　象　尾道市内に在住し、原則として身体障害者

手帳をお持ちの方のうち視覚に障害のある
方で、音声を聞き取れる方。

日　時　

※１回３時間を４回、全12時間 

場　所　総合福祉センター１階 作業室 
内　容　音声読み上げソフトの操作説明を中心とした

講習を行います。
受講料　無料
定　員　５名（定員になり次第締め切ります）
使用ソフト例
画面読み上げソフト　PC-Talker
パソコン立ち上げ後の画面情報を音声でお伝えします。
音声対応ワープロソフト　MY-WORD
入力された文字を音声で読み上げます。画面が見
えなくても文章の内容が把握できます。

申し込み・問い合わせ
　尾道市障害者福祉センター

老人福祉センター 老人福祉センター 
※尾道市在住の60歳以上の方が対象です。
※申込受付はご本人のみとさせていただきます。

【切り絵を体験しよう】
　今年の干支《丑》を作ります！ 
日　時　３月３日（水） 10:00～11:30 
場　所　総合福祉センター２階 会議室 
講　師　西原 弘子さん
参加費　100円（材料代）
持ち物　水分補給用の飲み物・マスク
定　員　20名 （先着順で受け付け、

　　　　　　　定員になり次第締め切ります）
申込方法　２月16日（火）９:30～　電話または直接来館にて。
　　　　　（※事前申し込みをしてください）

『♪いきいき・きらきら交流会♪』
日　時　３月28日（日） 13:30～15:00　※午後開催 
場　所　総合福祉センター４階 大会議室 
演奏者　ハーゲンダーツ・こまった姉妹・ロマドリン
参加費　無料
定　員　50名程度 （先着順で受け付け、

定員になり次第締め切ります）
申込方法　２月12日（金）９:30～　電話または直接来館にて。
　　　　　（※事前申し込みをしてください）

よりあい広場よりあい広場
　尾道市民のみなさんに福祉センターを知っていただ
くために開催しています。尾道市民ならどなたでも参
加できます。 

「空」演奏会
　クラシックギターと歌とオカ
リナとハーモニカの演奏です。
心地よい音色で、心も体もリラックスしましょう♪
　障害者の「楽しむハーモニカ教室」のみなさんの演
奏もあります。
日　時　３月18日（木） 10:00～11:30
場　所　総合福祉センター４階 大会議室 
演奏者　「空」
参加費　無料 
定　員　50名 （定員になり次第締め切ります）　
申込方法　２月10日（水）９:30～　電話または直接来館にて。
　　　　　（※事前申し込みをしてください）

１回目
２回目
３回目
４回目

３月２日（火）
３月９日（火）
３月16日（火）
３月23日（火）

13:00～16:00
13:00～16:00
13:00～16:00
13:00～16:00

※ 今 後 の 新 型 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 。
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各センター行事等の申し込み・お問い合わせは ☎0848（22）8385 へ

母子・父子福祉センター母子・父子福祉センター
ひとり親家庭の親子交流会

～バーベキュー・in・むかいしま～
日　時　４月11日（日） 10:30～13:30 
場　所　向島マリンユースセンター（現地集合）
　　　　　※雨天の場合は次週４月18日（日）に行います。
参加費　一人500円 
持ち物　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）
定　員　10組（定員になり次第締め切ります） 
申込期限　４月６日（火）
申し込み・問い合わせ　母子・父子福祉センター

しまの輪カフェ
日　時：第２土曜日 13:30～15:30 開催 
場　所：ケアホームひだまり
　　　  （尾道市因島中庄町3805-1）  
参加費： 100円（お茶・お菓子代）
問い合わせ：電話　☎ 0845（26）2356

（しまの輪カフェ事務局・ケアホームひだまり）
　12月12日に、しまの輪カフェでクリスマス会を開催
しました。地域住民や専門職等13名が集い、手品や
ギター演奏に合わせた懐メロを口ずさんだり、昔の
因島の写真を見ながら当時の話しで盛り上がりまし
た。最後にビンゴゲームをして、楽しい時間を過ごし
ました。

　「しまの輪カフェ」は、中庄地区の地域密着型事
業所連絡会「しまの輪会」が中心となって行ってい
るカフェです。ミニ講話や音楽の生演奏であたたか
く居心地が良い、人が繋がるカフェを目指しています。
「あなたが大事」と思える時間・地域を一緒に作り
ませんか。ご参加お待ちしております。

（しまの輪会 事務局　岡 ひとみ）

★おたのしみ会
　新年に開催できなかった、“おたのしみ会”のリベン
ジ！！昔遊びをみんなで楽しみましょう。
「ぜんざい」のおみやげもあります。 
日　時　３月13日（土） 10:30～11:30 
場　所　総合福祉センター２階 児童センター内  
参加費　無料  
対象者　尾道市内在住の０歳～18歳の子とその保護者
定　員　30名程度（定員になり次第締め切り）  
申込方法　３月２日（火）９:30～　電話または直接来館にて。

児童センター児童センター
※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。
 （就学前の子どもは、保護者同伴）

オレンジカフェ（認知症カフェ）

　最近、笑顔で話しをしていますか？
不安や悩み、心配ごとはありませんか？
ちょっとした疑問でも大丈夫！話に来てください。
皆同じ立場の者同士です。お気軽にご参加ください。
　参加希望の方は、下記までお申し込みをお願いい
たします。

日　時　２月16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

在宅介護者の集い　認知症についての理解者
を増やし、偏見をもたず、認
知症の人や家族を温かく見
守る応援者を増やすため、

「認知症サポーター養成講座」を開催しています。
　受講にあたっては、テキスト代として一人100円をい
ただいておりましたが、令和３年度４月からは、より多
くの方に学んで頂くため無料といたします。また、地域
のサロン等での開催における講師料も無料といたしま
す。10人程度集まればいつでも講師を派遣いたします
ので、講座を開催してみたい地域、企業、団体、学校な
どは、下記までご連絡ください。

問い合わせ先　社協地域福祉課　☎ 0848（22）8385

「認知症サポーター養成講座」「認知症サポーター養成講座」
令和３年度より、
　　　“テキスト代” 無料!!

※ 今 後 の 新 型 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 。
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行事の申し込み・お問い合わせは ☎0848（22）8385 へ

花植えボランティア
　11月１日（日）因島フラワーセンターで秋の花植えが行われました。春
の花植えは、新型コロナの影響で中止となりましたが、それをとり戻すか
のように、今までで１番多い100人を超える参加がありました。
　いろいろな団体が参加する中、因島ボランティア連絡協議会からは、
18人が参加しました。大花壇に因島のイメージキャラクター『はっさく
ん』を描きました。
　急斜面での作業は少 き々つくなってきつつありますが、戸外での活動
では、心が解放され自然と会話が生まれます。「腹筋が鍛えられるね。」
「踏ん張る力がつきそう。」など、顔を見合わせて笑う楽しい時間になり
ました。
　それにしても数の力はすごいもので、あっという間に作業終了となりま
した。屋上から見下ろすと、それぞれが担当していた区域がパッチワークのようにつながり、『はっさくん』の姿
が浮かび上がりました。みんなの力が合わさることの凄さを感じながらひととき完成の喜びに浸りました。
　毎年、春と秋の２回行われる花植えボランティアでちょっぴり汗をかいて、さわやかな風に吹かれる心地よ
さを一人でも多くの人に味わってもらえたらと思います。

　令和３年１月８日から、荒神堂サロンが商店
街サロンとして活動を始めました。
　ぜひお気軽にご参加ください。みなさまのお
越しをお待ちしており
ます。

「活動場所」
尾道市土堂二丁目
３-29

（もりあげ隊）

『商店街サロン』
新規オープン♪
『商店街サロン』
新規オープン♪

問い合わせ先　社協地域福祉課　☎ 0848（22）8385

　令和２年６月から遵守項目に沿って運営可能な
サロンから活動再開をしています。
　ふれあいサロンをきっかけに、外出をすることで、
閉じこもり予防になり、介護予防にもつながります。
　再開したサロンでは、感染対策をとりながら、
地域のみなさんの笑顔と元気があふれています。

（国道２号）

（中央商店街）

ラーメン屋

（海岸通り）

商店街サロン

荒神堂サロン

至 長江口至 郵便局

開催日

毎週水曜日

毎月
第１・３金曜日
毎月
第２・４金曜日

開催時間

10時～15時

10時～15時

11時～16時

活動団体
介助ボランティア
どんぐりの会
傾聴ボランティア
コスモス
尾道市認知症の人
と家族の会

マスクの下は笑顔
ふれあいサロン

いきいきサロンひまわり

いきいきサロン山波
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Ｅメール：chiiki@onomichi-shakyo.jp　ホームページ：http://www.onomichi-shakyo.jp

会費ご協力
ありがとうございました
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2年11月21日～令和3年1月20日受付分）

（敬称略）

ひめじや
共栄産業（有）

賛助会員

瀬戸田町身体障害者福祉協会
しまおもい健康生活ネットワーク

団体会員

ご寄付ありがとうございました（令和2年11月21日～令和3年1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）

小川　勝則
佐渡　照子
匿　　　名

（栗原町
（新高山一丁目
（２件）

亡母
亡母

ミツエ）
高山喜美江）

金一封
金一封
金一封

（11月分）
【本所受付分】

小田原浩子
山内美代子
橋本　英雄
保科　弘之
萱野　榮子
宮地　範人
児玉フジエ
大本トモヱ

（新高山二丁目
（天満町
（山波町
（美ノ郷町
（久山田町
（高須町
（西久保町
（美ノ郷町

亡夫
亡夫
亡妻
亡母
亡夫
亡母
亡夫
亡夫

晧）
力）
博子）
綾香）
雍博）
時子）
義彦）
隆）

金一封
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封

（12月分）

菅安　義治
徳重　達樹
吉居　英子
藤井　昌彦
森義　悦二
大本　秀樹
今川　　豊
匿　　　名

（木ノ庄町
（向東町
（木ノ庄町
（浦崎町
（久山田町
（美ノ郷町
（浦崎町
（１件）

亡妻
亡妻
亡義母
亡父
亡父
亡母
亡妻

京子）
佐代美）
ミユキ）
守夫）
陸夫）
浩子）
彰子）

金一封
15,000
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封

（1月分）

井上　弘司
芦田　知昭
濱﨑　芳幸
故 塔岡  勗

（御調町江田
（御調町丸河南
（御調町本
（御調町津蟹）

亡父
亡父
亡妻

康夫）
凱男）
道子）

金一封
金一封
金一封
金一封

(12月分）
【御調支所受付分】

小川　一広
澁谷　明憲
田丸　英行

（御調町平
（御調町丸河南
（御調町今田

亡父
亡母
亡父

廣嗣）
君江）
幸登）

金一封
金一封
金一封

（1月分）

胡子　尚美
岡田　弘子
槇　　隆甚

（向島町岩子島
（向島町
（向島町立花

亡夫
亡夫
亡父

末廣）
堅三）
隆三）

金一封
金一封
金一封

（11月分）
【向島支所受付分】

小丸　吉展（岡山市 亡兄 正義） 金一封
(12月分）
【因島支所受付分】

岡本　博晃
清原　征一
木梨　　修

（向島町岩子島
（向島町
（向島町

亡父
亡妻
亡母

信樹）
ハル）
ミチコ）

金一封
金一封
金一封

（12月分）

村上ミツコ
吉原　　保
山田耕太郎
藤田　　慧
黒田　良子
岡本　郁子

（向島町
（向島町
（向島町
（向島町
（向東町
（向島町岩子島

亡夫
亡父
亡母
亡父
亡母
亡夫

孝幸）
明）
達子）
忠士）
能見ハルヱ）
洋三）

金一封
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封

（1月分）

新家　千鶴
星野　喜一
麓　　隆弘

（因島重井町
（因島中庄町
（因島大浜町

亡夫
亡妻
亡母

實）
和子）
ササコ）

金一封
金一封
金一封

（1月分）

泉　　廣光
箱田　芳紀
（株）セプルミエール
　　代表　山田　美妙

（福地町）
（西藤町）

　　　　　（高須町）

金一封
10,000

100,000

一般寄付

世界平和統一家庭連合 尾道家庭教会

百島簡易郵便局
松本　万宝
遠藤　智子
瀬戸田町仏教会
匿　　　名　

　　　　　（新高山三丁目）
　　（百島町）
（西藤町）
（山形市）
　　（瀬戸田町）
（4件）

92,490
金一封
金一封
金一封
40,000
金一封

（株）醉心山根本店（三原市）
ＮＰＯ法人 リョービ社会貢献基金（府中市）

酒粕　160㎏

Webカメラ・マイクロホン一式、
ワイヤレスヘッドマイク

物品寄付

市社協指定寄付金（計）

地区社協指定寄付金（計）

835,490

735,000

社協 介護保険事業所 職員募集
（パート）看護職員
勤務地 ： （本　所）尾道市門田町22-５
資　格 ： 准看護師以上・普通自動車運転免許

（パート）介護職員
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 ： 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（パート）厨房職員

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

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。

担　者 ： （本　所）實井　☎ 0848（21）1262 
（因　島）柏原　☎ 0845（26）0252

リョービ社会貢献基金より
Webカメラ・マイク等を寄贈していただきました
　NPO法人リョービ社会貢献基金（理事長 浦上浩様）から、
昨年11月30日に、御調町内の社会福祉事業の充実を願って、
尾道市社会福祉協議会御調支所に、Webカメラ・マイクロホン
一式及びワイヤレスヘッドマイク 各２セットを寄贈していただ
きました。今後、社会福祉活動（講演・研修・講座・会議等）
に活用させていただきます。ありがとうございました。

総合福祉センター利用について
令和３年度の「無料登録団体申請」を
受け付けています

　申請書は福祉センター窓口で配布しています。
会則、会員名簿を添付のうえ提出してください。
４月分の利用（３月１日（月）予約開始）には新年
度の登録が必要です。



行事等の申し込み・お問い合わせは　☎0848(22)8385へ

8 おのみち市社協だより

尾道いきいき大学新入生募集
令和３年度　第47期

※キャンセルについて…お申し込みされた講座をキャンセルされる場合は、４月８日（木）の16:00までにご連絡ください。期日を過ぎますと、
　　　　　　　　　　　ご返金が出来ませんのでご注意ください。

問い合わせ先：社協地域福祉課　☎ 0848（22）8385

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止または延期する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

　令和３年度新入学生を募集します。あなたも学生の輪に加わって、新しい仲間をつくり、みのり豊かな人生
を過ごしてみませんか。皆様のご入学をお待ちしています。
■受講期間　　令和３年４月９日（金）入学式から令和４年３月11日（金）修了式まで
■受講場所　　実技講座（20 回）： 尾道市総合福祉センター（パソコン講座はおのみち生涯学習センター）
　　　　　　　教養講座（８回）： しまなみ交流館
■受講資格　　尾道市内在住の概ね 60 歳以上の方
■受 講 料　　① 教養講座のみ受講される方は年間 3,000 円
　　　　　　　② 実技講座は1講座につき年間 8,000 円、パソコン講座は年間 14,000 円（教養講座代を含む）
　　　　　　　　 ※講座によっては材料費などの実費が必要です。
　　　　　　　③ ２つまで実技講座を受講できます。追加料金は 6,000 円
　　　　　　　④ 休学・退学に対する受講料の返還はできません。

■期　間　令和３年２月15日（月）～３月26日（金）先着順で定員になり次第締め切ります。
■時　間　９:00～17:00（土・日・祝日は受付しません）
■場　所　尾道市社会福祉協議会地域福祉課または市社協各支所
■方　法　窓口で申込用紙に必要事項を記入し、受講料をお支払いください。

《申 込 方 法》

講座名 講師
（敬称略） 定員 開催曜日

＊
開始時刻

内　　　　容
1 年 ２年 ３年

書道かな 友宗　杉径 13
第 1,3 火

9:00 10:00 11:00 かなの基本線の書き方、いろは、変体かな、連綿法等
書道漢字 國貞　紅鶴 15 9:00 10:00 11:00 楷書を基本に行書・草書体を学びます
絵　画 山根　　悦 10

第 1,3 水

全学年 9:00 水彩画を学びます
自由花 進来 せい子 20 9:00 10:30 自分の想いのままに楽しく花と遊びませんか

野　菜 金野　省三 16
9:00 10:00 11:00 主要野菜を栽培し、収穫を楽しみます

農園実習は全学年合同３班編成で 9:00 ～ 11:00
英会話 能登 セドリック 16 第 2,4 水 9:00 10:00 11:00 英会話を学んで楽しみましょう
俳　句 郷坪　敏幸 ５

第 1,3 木
9:00 10:00 あなたの言葉を俳句にしてみませんか

茶　道 武田　宗純 15 9:00 10:00 11:00 裏千家で一服、点ててみませんか

パソコン 百島　裕司
12 第 1,3 木

10:00 「ワード」の基本を学んで文書を作成します
（1 年間で修了）13 第 1,3 金

■実技講座（３年間で修了・パソコン講座は１年間で修了）※定員に達しないときは、開催されない場合があります。

※開催曜日は、祝祭日などにより実際の開催日とは異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

開催日 「テーマ・演題」 講師（敬称略） 開催日 「テーマ・演題」 講師（敬称略）

４/９
入学式
（金）

「認知症が私たち家族にくれたギフト」

映像作家・テレビディレクター　信友 直子

10/８
（金）

「高齢者に関わる身近な法律問題について」
弁護士法人　広島みらい法律事務所　尾道支所

弁護士　佐藤 邦男

５/14
（金）

「新しい感染症に負けない食生活の工夫
 ～免疫力を高める食事と口から食べる大切さ～」
（公社）広島県栄養士会理事　医療事業部長　臨床栄養認定管理栄養士　長 久美

11/12
（金）

「わたしたちがつくる『幸齢社会おのみち』
～地域生活課題の予防・発見・解決のしくみ～」

広島国際大学　健康科学部　准教授　渡辺 晴子

６/11
（金）

「キャッシュレスとは～キャッシュレスの基本と注意点～」

ファイナンシャルプランナー　伊藤 志保

12/10
（金）

「健腸長寿の秘訣」
新広島ヤクルト販売株式会社

健康管理士　原田 史子

９/10
（金）

「どじょうすくい女将の笑顔で元氣になる方法」
さぎの湯温泉旅館「竹葉」女将

しまね観光PR大使　どじょうすくい女将　小幡 美香

３/11
修了式
（金）

「いつまでもいきいき元気に!
　健康寿命を延ばす簡単筋トレ法」

近畿大学　生物理工学部　准教授　谷本 道哉

■教養講座（毎年受講可能）10:00 ～ 11:30　（４月・３月は 10:00 ～ 12:00）


