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ふくぼうⓒ世羅町社協

８月30日、「せらパラ2019」をせらにしタウンセンター・小国自治センターにて
開催しました。
当日は、世羅町に暮らす障害者のほか、町内の障害者施設・団体の関係者や世羅西
中学校の生徒、世羅高校生活福祉科の生徒、民生委員児童委員など総勢108人が参加
し、5つのレクリエーションやゲーム、食事を楽しみました。

沖
本店
（制作工場
・
展示場）
世羅町伊尾三川駅前

（有）石の店

障害のある方もない方も
 一緒にみんなで楽しみました!!
お墓の店 石一筋
創業明治十年

草が生えて困る、お墓が欠けている
など石の店沖が解決します！

（0847）
TEL
24-0531
FAX
（0847）
24-0231
（0847）
TEL
41-8614

府中支店
（大展示場
・
アトリエ）
府中市河南町

www.ishinomiseoki.jp

【広告】

動作の度に車椅子に乗っている方に声かけ
を行い、車椅子に乗っている方の気持ちに
寄り添って介助することの大切さを学んで
いました。
この体験を通じて、互いにやさしい言葉
をかける等、思いやりの心を育むことにつ
ながったのではないでしょうか。

世羅中学校では、地域の方との触れ合いを通じて、生徒
自身が地域の一員であることの自覚を持ち、地域の方から
いただいた意見を励みに、よりよい学校生活にしていくこ
と等を目的とし、サロン訪問を行っています。
今回は、８月 日（水）、 名の生徒が昭和町スマイルサ
ロン（大田地区）を訪問し、サロンのみなさんと交流しま
した。
まず、生徒から生徒会の取り組みや中学校の行事、部
活動等について写真等を用いながら発表した後、サロン
のみなさんから生徒にたくさんの質問が出ました。その
後、ジャンケンゲーム
大会で盛り上がりまし
た。最初はお互い緊張
していましたが、和や
かな雰囲気に変わって
いき、笑顔いっぱいの
サロン訪問となりまし
た。
サロンの方から、
「生徒の皆さんは、地
域で出会った時にとて
も気持ちの良い挨拶を
してくれます。これか
らも中学校生活を頑
張ってください。」と
生徒へ応援メッセージ
が送られました。

世羅中学校生徒による
サロン訪問


車椅子体験の様子
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世羅小学校３年生福祉学習

白杖体験の様子

６月 日（水）、世羅小学校３年生の児
童を対象に福祉学習が行われました。
白杖体験では、アイマスクと白杖を使い、
目の不自由な方の気持ちや介助の方法を体
験しました。児童は、目の不自由な方がど
のような時に生活のしづらさを感じるのか、
また、その時に自分たちはどのように声か
けをしたらよいのか等を考え、学んでいま
した。
車椅子体験では、実際に車椅子に乗るこ
とで車椅子を利用される方にとっては、小
さな段差でも怖いと感じたり障害となるこ
とを学んでいました。また、車椅子を押す
時には、段差を越える時等、一つひとつの
12
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「長寿つばきの里まつり」会場で、
 サロン作品展示を行いました！
７月27日（土）、「長寿つばきの里まつり」会場において、世
羅西地区で開催されている５か所の常設サロン（おぐにサロンわ
くわく感、サロン明峰、寄り愛サロン津名、つばきサロン、笑わ
らサロン）で作られた約200点の作品を展示しました。来場され
たたくさんの方々から「作ってみたい！」「すごい！」などと驚
きの声があがっていました。
会場の一画では、世話人さんが作成されたレクリエー
ション用具で遊ぶコーナーや、カラフルなゴムのブレス
レットを作るコーナーもあり、子どもたちも楽しめる会場
となりました。
また、世話人さん同士で、クラフト手芸や飾りの作り方
を教えあう姿もあり、情報交換もできました。
今後も様々なイベント会場での展示を通して、広く町民
へサロンの活動を知っていただき「ふれあい」「交流」の
輪が広がればと強く思いました。

手作りのレクリエーション用具です。

にぎやかな会場

来てみんさい！寄ってみんさい！あなたの趣味・生きがいづくりを応援します！！

みんなの生涯学習講座２０１９

■「みんなの生涯学習講座」ってどんな講座じゃろ？
「みんなでつくる講座」をイメージし、新しい趣味の発見や生きがいについて楽
しく学べる講座を行います。
第１回 10月27日㈰ 10:00～12:00
場所：甲山保健福祉センター
講演「輝いて生きるために～学び 楽しみ 参加しよう～」
講師 広島県社会福祉協議会 社会福祉研修センター センター長

定員
30名

多目的集会室

新谷

恭規

第２回 11月23日㈯ 10:00～12:00
場所：大田自治センター
趣味講座「料理の幅を広げよう！段ボールで燻製づくり講座」
講師 くんえん工房 香豚（かとん） 田中 一裕 様

２階

様

大研修室・調理室

第３回 12月14日㈯ 10:00～12:00
場所：大田自治センター
趣味講座「歳末大掃除に明るい希望！お掃除プロによるお掃除講座」
講師 株式会社ダスキン 様

中研修室

第４回 １月18日㈯ 10:00～12:00
まとめ「未来の自分に楽しい暮らしを

大研修室

場所：大田自治センター
～生きがいって素晴らしい～」

※内容は変更する場合がございます。

【参 加 条 件】第１回から第４回までの講座に続けて参加できる方
【対 象 者】世羅町にお住いの方
【参 加 費】第２回のみ参加費５００円
【申込み方法】参加希望される方は、10月23日㈬17:00までに世羅町社会福祉協議会本所へ
直接または電話により申し込みください。
●世羅町社会福祉協議会 本所 電話：0847-22-3162

せら社協だより

ボランティアセンターだより
甲山小学校「防災講座」
世羅警察署員による毛布でつくるタンカ体験

６月18日(火) 甲山小学校の全児童と保護者を対
象に防災訓練と、防災講座が行われました。
当日の防災講座では、三原市消防署北部分署、
世羅警察署、世羅町防災士会、世羅町社会福祉協
議会により災害に対する備えについてや、身の回
りにあるものを活用した防災グッズの作成、火災
が発生した際の初期消火の方法を学びました。
今回は、当日の様子を写真でご紹介します。

防災士会員、社協職員によるキッチンペーパーを使ったマスク作り体験

がっ

三原市消防署北部分署員による消火訓練

こう

「ふるさと楽校つな」で防災教室を開催しました!!
夏休みの期間中、小学生が集まり、宿題や交流など様々な活動を行う「ふるさと楽校つ
な」（会場：津名自治センター）において８月21日（水）に防災教室を行いました。
当日は11名の小学生が参加しており、世羅町防災士会 地森博様より、近年多発してい
る様々な自然災害の状況や、それに対する心構え・準備などをお聞きし、その後、社協職
員による防災クイズを行いました。
参加している小学生の中には、昨年の西日本豪雨の際に避難した時の事や、家族が消防
団の活動で土嚢づくりの対応を
していた事などを思い出し、話
してくれる場面もありました。
いつ起こるか分からない自然
災害を“自分事”として捉え、
防災について学んでいました。
今後とも役場や関係機関等と
も連携し、地域の防災意識の向
上をめざします。
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かろやかてごねっとだより
〝ちょっとした困りごと〟お手伝いします！
ゴミ出しを頼み、
部屋がすっきりしました
利用者Ａさんは、ゴミ出しが難しくなりゴミ
が部屋にたまって気になっていました。〝てご
ねっと〟にゴミ出しの相談をされ、近くの協力
員Ｂさんを紹介しました。Ｂさんは「ゴミ出し
ならいつでもお手伝いしますよ」と快く受けて
くださいました。近くに住んでいても話したこ
とがなかったが、良い縁をいただき、助かった
ゴミ出し

ととても喜んでおられました。

〝てごねっと〟を利用し、畳の部屋からフローリングに様変わり
ベッドを入れるため、
部屋の片付けや掃除を
協力員と一緒に行いま
した。
部屋の物を全部片付
け、畳を上げて、きれ
掃除前

利用料…１時間当たり300円
（協力員1人につき）
（1回につき2時間程度）

※内容によってご遠慮頂く場合があります。

活動費…１時間当たり600円
※この事業には共同募金助成金が
活用されています。

掃除後

いに掃除をしました。

日頃できない掃除を頼みました
利用者Ｃさんは、
日頃できない通路の
片付け、書類の整理、
机の移動、掃除など
を依頼されました。
時計の電池交換も頼
まれ、時計が動くよ

協力員を募集しています

困ったときは  まずは

うになりました。

世羅町社会福祉協議会へ

せら社協だより
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「赤い羽根共同募金運動」
にご協力お願いします

みなさまからの募金は、わたしたちの町を元気にする活動に使われています。

5,712,241円

平成30年度募金総額

平成30年度の募金の約70％が、令和元年度の世羅町の地域福祉活動に使われます。
令和元年度地域福祉活動配分金総額

3,839,241円

残りの約30％は世羅町をはじめ、県下の市区町を超えた広域で
の活動や災害時の備えなどに使われています。
広島県共同募金会からの広域（世羅町）への配分金
地域福祉推進特別事業配分
◆ふれあい・いきいきサロン事業
◆かろやかてごねっと事業
◆地域福祉活動・災害救援活動用車両整備事業
◆被災者生活サポートボラネット推進事業
ＮＨＫ歳末たすけあい配分
◆小地域ネットワークづくり事業
平成30年広島豪雨災害
災害ボランティアセンター支援金

４００,０００円
４００,０００円
４００,０００円
５０,０００円
２００,０００円

７９２,４０２円

子どもたちの
福祉教育のために

高齢者が安心して
暮らせるために

◆ひとり暮らし高齢者の
集い
◆車イス体験学習
◆サロン訪問
◆小学生・中学生の
連携教育
◆世代間交流会での
プレゼントづくり 等

◆ひとり暮らし高齢者
「ふれあい交流会」
◆友愛弁当・おせち料理
の配食
◆病院内の車いす介助
◆安否訪問
◆サロン支援活動
等

昨年の街頭募金活動

障がいをお持ちの方の支援のために
◆朗読テープの吹き込み
◆手話学習
◆読み語り
◆啓発、交流事業の開催
◆障害福祉サービス事業所での
ボランティア活動
等

様々な地域福祉のために
◆地域見守り活動
◆美化活動
◆生きがいづくり講座等の開催
◆世代間交流 ◆防災・減災への取組み
◆ふれあい・いきいきサロン事業
◆かろやかてごねっと事業
等

赤い羽根共同募金運動期間
円
●令和元年10月～11月 １世帯当たり目標額
※全世帯を対象として振興区・班・組などで募金活動を
お願いします。

８００

世羅町共同募金委員会
事務局：世羅町社会福祉協議会
◆本
所 〒722-1121 世羅町西上原426-3（電話:0847-22-3162）
◆世羅西支所 〒722-1701 世羅町小国3393 （電話:0847-37-1335）
世羅町社会福祉協議会ホームページ http://www.serashakyo.com

せら社協だより
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これから季節
の変わり目を迎
え気温が段々と
低くなります
が、体調管理を
しっかりとし、
若手のパワーで
頑張ります。
（徳永）

梅雨入りが例年より遅く、いつもと違う
夏が終わりを迎え、季節は食欲の秋になろ
うとしています。
働き始めてから半年を迎え、あっという
間だなと感じます。
世羅町社協の職員の一員となり、世羅で
働き、自分の中で変わったことがありま
す。それは、季節の変わり目が少しずつ分
かるようになったということです。
以前までは、いつの間にか涼しくなり、
いつの間にか秋になったなと思っていまし
た。季節は知らないところで変わっている
ものだと感じていましたが、世羅の自然を
毎日感じることで考えが変わりました。
青々としていた田んぼの苗は、夏になるに
つれ段々と伸び始め、秋に近づくにつれ黄
金色の稲に変わりました。自然を直に感じ
ると秋が近づき、季節が変わることに気付
くことができました。

新人職員日誌

６月から９月にかけては、福祉教育等を
通して様々な年齢の学生と関わりました。
そして、自分の学生時代を思い出し、懐か
しい気持ちになりました。
小学生や中学生の頃の私は、悪い成績を
とらないために授業を受けているといった
感じで、正直、積極的に学びを深めようと
はしていませんでした。
一方、福祉教育で出会った学生は、自分
の気づきを積極的に友達同士で伝えあい、
様々なことに気づき、学んでいました。そ
の様子を見て、“子どもの頃の私は勿体無
いことをしたなぁ”と思いました。
また、“世羅町の未来は明るいな”と思
いました。
これからの私は、社協職員として学生の
気づきや学びのお手伝いが出来るよう、
精いっぱい頑張
りたいと思いま
す。また、私も
世羅町の学生に
負けないくら
い、世羅町につ
いて多くのこと
を学んでいきた
いと思います。
（中田）

私は三原市の本郷在住ですが、休日にも
お花を見に行ったり、世羅に足を運ぶこと
があります。春から、シバザクラ、ネモ
フィラ、バラ、アジサイなどを見に行きま
した。夏の間は、暑さもあり少し足が遠の
いていましたが、秋のお花や果物も楽しみ
です。
８月には甲山廿日えびすを覗いてみまし
た。初めてのお祭りでしたが、不思議と懐
かしい思いがしました。それもそのはず、
私の地元にも、昔からの商店街のお祭りが
あります。町中に祖母の家があり、２階の
ベランダから花火が見えました。現在祖母
はグループホームに入り、今その家は東京
から来た方が住んでいらっしゃるようで
す。祖母が家を離れて以来、その祭りには
足を運んでいませんが、また行ってみよう
と思った夜でした。
世羅で仕事をしている中で、多くの方の
助けをいただき、世羅の町の魅力も少しず
つ知っています。世羅の町でも、いつか懐
かしく思い出
すような思い
出をたくさん
作っていきた
いです。
（薬本）

せら社協だより
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献血にご協力ください。
月

日

時

400ml献血をつぎのとおり行います。
一人でも多くの方のご協力をお願いします。

間

会

9時30分～12時30分

11月29日(金)

世羅高校生徒会様からご寄附を頂きました

６月 日（火）、世羅高校
生徒会様より、世羅高等学校
文化祭社会福祉協力ショッ
プ（セラソー）での売上金
３万２千６００円を寄附してい
ただきました。
セラソーは、㈱大創産業より
商品の提供を受け、その商品を
文化祭で販売されています。
いただいたご寄附は、世羅町
の地域福祉事業推進の財源とし
て大切に活用させていただきま
す。

７月 日（月）、小さな親
切運動広島中支部様より、ほ
うき等のご寄附をいただきま
した。
小さな親切運動様は、日本
社会の隅々に親切を広げるた
めに活動されています。
今回いただいたほうきを
使って早速掃除し、事務所も
職員の心もピカピカにな
りました。美しい事務所
で地域の皆様をお迎えで
きるよう、大切に使わせ
ていただきます。
29

小さな親切運動広島中支部様からご寄附を頂きました

大切に使わせていただきます

8

場

甲山自治センター

14時30分～16時

世羅保健福祉センター

【400ml献血】
・男性17歳から69歳までの方、女性18歳から69歳までの方
・体重は男女とも50㎏以上の方（65歳以上の方の献血については、60歳
～64歳の間に献血経験がある方に限ります。）
※免許証や保険証等ご本人が確認できるものをご持参ください。
【お問い合わせ先】世羅町社会福祉協議会（世羅町献血推進協議会）電話:22-3162
健康保険課 健康増進係
電話:25-0134

「日本赤十字社活動資金」
ご協力のお礼
赤十字活動に対するみなさまのご理解と活動
資金へのご協力ありがとうございました。
赤十字の活動はみなさまからお寄せいただい
た活動資金によって支えられています。ご支援
いただいた活動資金は、赤十字病院の運営、看
護師育成、災害救護、救急法等の講習普及、青
少年・ボランティアの育成等に活かされます。

●活動資金

1,924,350円

（令和元年6月～9月30日現在）

義援金の募集について
災害により被災された方々を支援するため、日本赤十
字社広島県支部世羅町分区では義援金の募集を行ってい
ます。皆さまからの温かいご支援をお願いします。
義援金の種類
令和元年台風第15号
千葉県災害義援金

受付期間
～令和元年12月26日㈭

令和元年８月豪雨災害義援金 ～令和２年２月27日㈭
◆受付時間：8：30～17：00
◆受付場所：世羅町役場 本庁、せらにし支所
世羅町社会福祉協議会 本所 世羅西支所

立上 博之（故 太造）
則末 伸夫（故チヨノ）
重田 正美（故ミチヱ）
清水 博子（故
豪）
久保田茂人（故 哲夫）
橋本 訓招（故 武生）
藤井 辰治（故 孝夫）
安石
勉（故 幸子）
橋川 正治（故 武士）
是貞 敏明（故 隆三）
宮迫 恒也（故 君子）
宗友 秀治（故 英行）
井口
光（故 紀介）
黒木 義治（故ミサヨ）
堀田 光治（故 武司）
多留見良春（故 陸夫）

伊 尾
宇津戸
重 永
つぎの方々からご寄附いただきま
本 郷
した。地域のみなさまの福祉のため
青 水
に、大切に活用させていただきます。 小世良
今回は、令和元年六月一日から令
井 折
和元年八月末までにご寄附いただい
東神崎
た方を掲載しています。
寺 町
なお、まことに勝手ながら敬称な
京 丸
らびに、金額は省略させていただい
小 国
ておりますので、ご了承ください。
下津田
中
下津田
◎香典返し
津 口
下津田
小 国
上津田
小 国
黒 川
三原市
上津田
上津田
小 国
小 国
黒 川
津 口
西上原

安 田
小 谷
寺 町
賀 茂
青 近
西上原
別 迫
黒 渕
東上原
本 郷
賀 茂
甲 山
甲 山
青 近
東神崎
別 迫

髙山 雅広（故 澄江）
平石
誠（故 保子）
加ヶ美博和（故テルコ）
佐々木賢一（故
保）
大雲 皆雄（故キヨミ）
勝見
徹（故フミヨ）
中串 秀則（故 逸造）
秦
光昭（故マツエ）
小林 新高（故美智子）
舛行 幸枝（故 一眞）
宮本
博（故 末子）
佐々木浩康（故 敦彦）
坂井 良昌（故 哲二）
服部 満隆（故 政雄）
山口 広規（故 一登）
福岡 哲雄（故イチエ）
住田 満子（故
勝）
米重 義明（故チエ子）
吉宗
亨（故 敏昭）
山口 敏春（故ミチヱ）
本郷 龍史（故 秀昭）
若山 雲爾（故 幸子）
大見 康博（故 聰明）
吉實 正信（故 愛子）
佐藤 淑子（故
登）
足利 眞継（ 故末廣キヨコ）
匿名
匿名
児玉
中田
山口

◎見舞い返し
重 永
下津田
黒 川

郷

幸枝
勇
美鈴

広島県立世羅高等学校
生徒会
㈱小林商行 三件
籔花 啓宏
一、一二〇、一〇〇円

◎その他
本

藤沢市
小 国
合計

●活動資金 1,762,951円（令和元年8月～9月30日現在）

ふくぼうⓒ世羅町社協

☆本会への寄附金は、
所得税・住民税・法人

「令和元年度社協会費」ご協力のお礼

あとがき

税の寄附金控除が受けられます。

訂正とお詫び

土居

恵子
（故 太郎）
恵子
（故 太郎）

せら社協だより令和元年７月発
行第 号の９ページ「まごころ」
にて掲載したお名前に誤りがあり
ました。

賀茂

◎香典返し
誤 賀茂 土屋

正


ここに訂正し、お詫び申し上げ
ます。

令和元年度世羅町社会福祉協議会会費をお願いし
ましたところ、多くの方々にご賛同いただき貴重な
会費を納入していただきました。ご協力いただいた
みなさまに心よりお礼申しあげます。
地域福祉事業の推進には、みなさまからお寄せいた
だいた会費が貴重な財源となっています。世羅町社
会福祉協議会の活動にご賛同いただき、一人でも多
くの方のご支援ご協力をお願いいたします。

皆さん、今年の夏はどのよう
に楽しまれましたか？
この夏、私は地域の方からス
イカを頂く機会がたくさんあり
ました。おそらく、今年は今ま
でで一番スイカを食べた夏だと
思います。
次は、秋の味覚を思う存分楽
しみたいと思います。（中田）
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まごころ

せら社協だより
9

せら社協だより 10

グループに分かれて、
５つのゲーム・
レクリエーションを行いました!!

せらパラ２０１9

あらかると

いけ！いけ～!!
やったね！

大きなイルカが
釣れたぞ！

③ゴールをねらえ！ボールころがし
②ボールを選んでボウリング

せらパラ楽しかった!!

①マグネットフィッシング

皆で楽しく体を動かそう！
みんなで楽しく

 歌いました♪

④歌って笑ってみんなで元気!!

⑤たのしい健康たいそう

令和元年度
重

点

相

談

ふれあい相談所開設予定

月

日

曜日

開

設

場

所

開設時間

開設時間

10
11
12
1

23
20
18
22

水

無料法律相談（要予約） 役 場 せ ら に し 支 所 10：00～16：30

水

無料法律相談（要予約） 役 場 せ ら に し 支 所 10：00～16：30

水

相続なんでも相談（要予約） 役 場 せ ら に し 支 所 13：30～17：00 尾道公証役場

水

無料法律相談（要予約） 甲山保健福祉センター 10：00～16：30

弁護士法人
リーガルジャパン
弁護士法人
リーガルジャパン
弁護士法人
リーガルジャパン

※困った時は社会福祉協議会の職員が随時相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

【お問合せ先】
●本所 〒722-1121 世羅郡世羅町西上原426-3 世羅町社会福祉協議会本所
電話:２２-３１６２
●支所 〒722-1701 世羅郡世羅町小国3393
世羅町社会福祉協議会世羅西支所 電話:３７-１３３５
【広告】

介護保険で福祉用具レンタル！
車いす

特殊寝台

歩行補助杖

有限会社 ケアサービス

わかば

歩行器

特殊寝台付付属品

昇降リフト ・福祉用具販売・レンタル・訪問介護

・住宅改修・医療機器販売

22-2851
FAX（0847）
22-2853
TEL（0847）

・介護保険で上記の商品がレンタル出来ます。（介護度によってご利用出来ない場合があります）
・お客様が在宅で生活される為に、もっとも適した福祉用具についてアドバイスさせて頂きます。
・お気軽にご相談ください。

手摺

〒722-1121 世羅郡世羅町西上原641－15

