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を作成させていただきました。

セージ」を募り、ポスターと冊子

ご家族に対する「ありがとうメッ

として、医療・福祉関係の方々や、

本計画では、地域あんしん活動「き

に基づき、事業を行っております。

動計画（令和二年度～令和四年度）

また、本会は第五次地域福祉活

な生活の変化を経験いたしました。

拡大の影響により、私たちは大き

昨年は新型コロナウイルス感染

挨拶を申し上げます。

います。年頭にあたり、皆様にご

新年あけましておめでとうござ

同心より厚くお礼申し上げます。

解とご協力をいただき、役職員一

種事業に対しまして、格別のご理

にあっても、本会の運営並びに各

かれましては、困難な状況のなか

お願いいたしました。皆様方にお

防止策を伴った開催へのご協力を

ご協力や、活動再開後も感染拡大

緊急事態宣言に伴う活動自粛への

新しい年にあっても、皆様のま

い申し上げます。

ご指導ご鞭撻を賜りますようお願

援 を お 願 い い た し ま す と と も に、

進に皆様方の一層のご理解とご支

本年も本会の運営や諸事業の推

着実に事業に取り組んで参ります。

ましても、社会状況に鑑みた形で、

でおります。これらの事業におき

業として定め、積極的に取り組ん

ずな」と、権利擁護事業を重点事

現在も予断を許さない状況が続く

新型コロナウイルス感染拡大の

すますのご多幸とご健勝を祈念い

町内のサロンの皆様に対しても、

なかで、力を尽くされている医療・

影響が続くなか、「ソーシャルディ

たしまして、ご挨拶の結びとさせ

兼 雄雄

福祉関係の方々、また新しい生活

スタンス」を確保した上で、人と

ていただきます。

中光

様式に則り、感染予防の工夫をさ

人、そして地域のつながり、お互

会長

社会福祉法人
世羅町社会福祉協議会

新年のごあいさつ




れ日々を過ごされている皆様に対

年が大きな節目の年であると考え

いに気にかけあう関係をいかにし
本 会 の 事 業 に お い て は、 社 協

ています。本年も変化の続く社会

し、心よりお見舞いを申し上げま

フェスタや、各種講座・講演会等

状況に対応し、地域福祉活動を推

て保ち続けることができるか、今

の中止・内容の変更を行いました。

進していく所存です。

す。

また、コロナ禍における取り組み

しん

ぶん

を発行しました
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響のなか、町内のサロ
ンの皆さんに対しても、緊急事態宣言に伴う活動自粛へのご協力

支所：☎（0847）37-1335

をお願いし、活動再開後も、感染予防を行ったうえで開催してい

本所：☎（0847）22-3162

ただくようお願いいたしました。現在、多くのサロンが活動を再

世羅町社会福祉協議会

開されていますが、これまで通りの形での開催が難しい状況が続

月、コロナ禍でのサロ

お問合せ先：

いています。
世羅町社会福祉協議会では、令和２年

〝サロン「心」聞〟は町内のサロンへ配布させていただくほか、

の醍醐味を伺っています。

サロンを取材させていただき、具体的な感染予防の方法やサロン

掲載させていただいているほか、現在活動が行われている３つの

しました。サロンを開催する際の感染予防対策に関するご案内を

ン活動の参考としていただくために、〝サロン「心」聞〟を発行

12

世羅町社会福祉協議会本所・支所でも配布しております。どうぞ
ご覧ください。

▲〝サロン「心」聞〟をサロンの世話人の
方へお渡ししている様子です。

サロン「心」聞

せら社協だより
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「歳末たすけあい募金運動」
街頭募金を行いました

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、感染対策を行った上で、
本会職員のみで行いました。
皆様からのあたたかいご支援に
より、３か所で合計４０，０３４
円という多くの募金をいただきま
した。お寄せいただいた募金は、
主に町内の福祉活動に活用される
他、災害支援活動等にも活用され
ます。

ご協力
ありがとう
ございます
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世羅小学校様

募金の配分金を活用し、福祉体験
活動や一人暮らしの方へのメッ
セージカードづくり、花いっぱい
運動に取り組まれています。

月５日、甲山ショッピング
モール・パオ、マックスバリュ世
羅店、道の駅世羅の、町内３店舗
を会場に、歳末たすけあい募金運
動の一環として、街頭募金を実施
しました。
例年は、共同募金配分団体の皆
様及び世羅高等学校生徒会・陸上
競技部の皆様にご協力をいただき
実施しておりましたが、今年度は

▲▼街頭募金の様子

「赤い羽根共同募金」学校募金に
ご協力いただきました
12



▲世羅小学校児童会の皆さん

月４日、世羅小学校児童会の
皆さんが中心となって、朝のあい
さつ運動の一環として取り組まれ
た、赤い羽根共同募金の募金活動
を取材させていただきました。元
気なあいさつとともに、多くの児
童の皆さん、教職員の方々から募
金のご協力をいただきました。
世羅小学校では、赤い羽根共同

▲募金活動の様子
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▲グラウンドゴルフの様子

▲トロフィーが贈られました

老人クラブの活動も新型コロナ
ウイルス感染拡大によって中止が
続いており、久しぶりの再会を喜
ばれる参加者の方も多くおられま
した。
参加者の方は新型コロナウイル
ス感染予防のためマスクを着け、
グループごとにゴルフコースを回
り、「ナイス！」「おしい！」な
ど声をかけ合って楽しみながら体
を動かしておられました。
最後には、成績に応じて参加者
にトロフィーなどが贈られました。

この活動には
赤い羽根共同
募金が活用さ
れています。

「歳末たすけあい募金」に

ご協力いただき、
ありがとうございました。

「赤い羽根共同募金」に引き続き、「歳末たすけあい募金」へのご協力をいただきありが
とうございました。
歳末たすけあい募金運動は、明治39年に大阪毎日新聞が救貧対策を目的に「歳末同情募
金」を呼び掛けたのが始まりとされています。その後戦後にかけ、戦災者、引揚者、傷痍軍
人、失業者などの助けを必要とする多くの人々に対し、全国的な運動に拡がりました。現在
では、支援を必要としている方々が地域で安心して暮らすことができるよう地域の見守り活
動などに使われるほか、地域の福祉サービス事業などにも使われています。
世羅町においては、「歳末たすけあい募金」でご協力いただいた募金は、「赤い羽根共同
募金」と合わせて、主に町内の福祉活動に活用される他、災害支援活動等にも活用されま
す。

西上原親和会・たんぽぽの会

月 日、甲山地区の老人クラ
ブ「西上原親和会」と、ボラン
ティアグループ「たんぽぽの会」
による親善グラウンドゴルフ大会
が開催され、総勢 名が参加され
ました。
このグラウンドゴルフ大会は、
新型コロナウイルスにより外出の
機会が減った高齢者の方々の体力
向上や、交流の場づくりを目的に
開催され、老人クラブの会員のみ
でなく、一人暮らしの高齢者の方
等にも参加を呼びかけられました。
10

親善グラウンドゴルフ大会
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大田町自主防災会

LINEを使った防災訓練「緊急の場合の連絡網」
大田町自主防災会では、９月１日「防災の日」に、LINE（※1）を
使った防災訓練（安否確認・避難行動を聞く）を実施されました。
LINEを使った防災訓練は初めてということで、事前に回覧版での
周知やマニュアルの配布、LINEをインストールしてない方に対して
は担当者が訪問し説明を行う等、防災訓練に向けて準備をされたそう
です。
また、上田才会長、水谷事務局長は、「LINEを使用して防災訓練
を行うのは初めてだったが、連絡網等スムーズに行えるため利便性を
確認することができた。また、防災関係だけではなく、他の活動に繋
げていければいい」と話され、地域の方が、防災について取り組まれ
ている姿を取材することができました。

▲大田町自主防災会：上田才会長

（※1：LINE（ライン）：スマートフォンアプリを中心に無料で文章の
やりとりや通話ができるコミュニケーションツール）

常会LINE連絡網
（グループライン）で連絡

各

常会LINE連絡網
（グループライン）で報告

戸

常会長

取りまとめて
結果報告

または、防災委員

防災会事務局

個別に
LINE

▲大田町自主防災会：水谷事務局長

▲当日の流れ（LINEをされなかった世帯は、電話連絡等をしています。）

かろやかてごねっとだより
世羅高等学校生徒のみなさんと一緒に年末の掃除をしました！
12月７日（月）、世羅高等学校生活福祉科３年生５名の生徒のみなさんにご協力をいただき、
２名の利用者宅を訪問し、かろやかさん（協力員）と窓拭き等の掃除を行いました。

かろやかさん（協力員）と協力して
丁寧に窓拭きをしました。

サッシ窓のレールの汚れも
きれいに掃除しました。

利用者の方より
笑顔で気持ちよく活動してもらい嬉しかった。
窓ふきは気になっているがなかなか１人ではでき
ないので助かる。良い年が迎えられそうです。

普段できない場所の掃除を
手伝いました。

世羅高等学校生活福祉科生徒より
・普段、なかなか体験できないことで、
良い経験になった。
・利用者の方に喜んでもらえ良かった。
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世羅町ファミリー・サポート・センターだより

令和３年１月号

さくらんぼ通信
子育ての援助をしてほしい人と子育ての援助をしたい人が会員となって地域で助け合います。

施設での預かりの
受付を開始しました！

従来の「提供会員宅」に加え
「甲山自治センター」「大田自治センター」
「小国自治センター」
での預かりの受付を開始しました！
お気軽にご相談ください！

活動報告

甲山自治センター２階和室での預かりを行いました。
どんなおもちゃが
あるのかな？

姉を病院に連れていくため、弟を預けました。

兄の学校行事のため、弟２人を預けました。

依頼会員の声
・預ける場所が分かって安心して預けられました。
・おもちゃがたくさんあり、子どもも楽しめたようでした。
提供会員の声
・子どもがおもちゃを喜んでくれて、楽しく過ごせました。
・２組同時に活動が入り、交流しながら楽しく過ごせました。

研修会の開催報告

令和２年度ファミサポ研修会を開催しました。
第１回７月２８日(火)「送迎について」
第２回９月２９日(火)「預かりについて」
活動の様子や困りごとなど会員同士が今後の活動に
向けて話し合い、安全に活動ができるよう、活動前の
チェックリストの作成等を行いました。
活動の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、活動前の検温、マスク着用、消毒を徹底していま
す。

子育てを応援したい方（提供会員）を募集しています！

せら社協だより

かけはし

福祉サービス
利用援助事業

をご存じですか？

「かけはし」では…

・福祉サービスを利用するときのお手伝いをします。
…各種サービスを利用するときの申込・契約や、利用する内容の調整を、ケアマネージャー
等とも連携し、お手伝いします。

・お金の出し入れや、収支の見直しのお手伝いをします。
…お金の出し入れや、支払いをお手伝いします。また、収支の見直し等のご相談にも応じます。

・無くしては困る、大事な書類などを預かります。
…通帳や印鑑、大事な書類などをお預かりします。
役場からくる書類や、毎月の
支払いや振込とか、自分じゃ
よく分からない…

通帳や印鑑をなくしてしまわ
ないか不安…（何度も通帳の
再発行等を繰り返している）

ご近所にはデイサービスやヘ
ルパーさんを使っている人も
いるけど、どうやって申し込
みをするんだろう…

子どもや親戚も、みんな
遠くで、なかなか頼れな
いし…

・以上のようなことにお困りの方
・ご親族、ご近所の方が心配だという方
お問合せ先：
世羅町社会福祉協議会

日

曜日

重

「かけはし」まで

本所：☎０８４７－２２－３１６２
支所：☎０８４７－３７－１３３５

令和２年度
月

お気軽に

点

相

談

ご相談ください！

ふれあい相談所開設予定
開

設

場

所

開設時間

関係機関

1 27

水

相続なんでも相談（要予約） 社会福祉協議会本所 13：30～17：00

尾道公証役場

2 24

水

無料法律相談（要予約） 社会福祉協議会支所 10：00～16：30

弁護士法人
リーガルジャパン

3 24

水

無料法律相談（要予約） 社会福祉協議会本所 10：00～16：30

弁護士法人
リーガルジャパン

※困ったことは社会福祉協議会の職員が随時相談対応します。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
☎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 ☎３７-１３３５
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きます。

ために、大切に活用させていただ

ました。地域のみなさまの福祉の

つぎの方々からご寄附いただき

上津田

津

川

賀

本

本

口

尻

茂

郷

郷

西上原

遠藤

溝上

法野

小林

大森

小池

伸生）

誠治（故富美子）

耕壮（故ハルノ）

暢夫（故サキエ）

仲島由美恵（

池岡

誠之（故

故前田ミサコ
）

敦雄（故イツコ）

恭子（ 故乙川晴子）

和夫（故 陽子）

の定時評議員会終結時までです。

十一月二十五日から令和三年六月

した。任期は残任期間の令和二年

を開催し、一名の方が選任されま

じたため評議員選任・解任委員会

この度、評議員定数に欠員が生

評議員のご紹介

今回は、令和二年九月一日から
上津田
恭治）

まごころ

令和二年一一月末までにご寄附い
佐々木
月美（故

定子）

塚本

里美

紀子

四件

繁（故ミスヨ）

小
白雲
秀記（故

東上原
井上

芳江

退任
就任


基彰

（ボランティア団体の代表者）

木原

孝宏

（地域住民の代表者
（甲山地区）
）

深串

（地域住民の代表者
（甲山地区）
）

（敬称略）

うございました。

国

ただいた方を掲載しています。
山中福田

福島

国

髙畑

隆雄

川


小
川

大原

黒
名

富江）
黒

の方にご協力をいただき、ありがと

退任

ならびに、金額は省略させていた
匿

光雄（故
敏朗）

祢宜谷正夫（故スミエ）

方にご協力をいただきました。多く

なお、まことに勝手ながら敬称
だいておりますので、ご了承くだ

生田
格（故

三件

正治）

☆本会への寄附金は、
所得税・住民税・法

ターにて400ml献血を行い、73名の

さい。

西神崎
大前



正浩（故

房代）

人税の寄附金控除が受けられます。

善センター及び世羅保健福祉セン

◎見舞返し

尾

㈱小林商行
宣幸

尾
永谷

五男（故

儀房）

一件

伊
永
平田

和義（故

学）

11月30日（月）に甲山農村環境改

◎香典返し
伊

伸生

春雄）

藤沢市

黒木

遠藤

和馬（故
梅代）

郷

上津田

西谷
弘文（故
壽子）

本



義二）

宮本
和典（故
瑛治）

名

享祐（故

光清
幸治（故

匿

関東

東神崎

伊
尾
平石

煕）

尻

伊
郷
和博（故

民子）

重
渕

加藤

純子（故

献血にご協力いただき
ありがとうございました。

広告募集

ふくぼうⓒ世羅町社協

本社・工場 〒727-0004 広島県庄原市新庄町5088-58
TEL.0824-72-7890 FAX.0824-72-2128
広 島 支 店 〒733-0842 広島市西区井口１丁目15-25 井口クイーンズコート112号室
TEL.082-276-0073 FAX.082-276-4031
三次営業所 〒728-0013 広島県三次市十日市東六丁目13-35
TEL.0824-62-3716 FAX.0824-62-5635
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【広告】

印刷の原点を大切にし、
新しい時代への進化を成します

尾
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賀

一，五四八，四六一円

せら社協だより

世羅町社会福祉協議会では、広報誌「せら社協だよ
り」を３カ月ごと、年４回発行し、住民の皆様へお届
けしています。「せら社協だより」に広告を掲載しま
せんか。掲載をご希望の方は下記までご連絡下さい。
ご連絡先：
TEL（0847）22-3162 FAX（0847）22-0752
Mail serara@dear.ne.jp
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生涯学習講座２０２０
「米袋でエコバックをつくろう講座」

を開講しました。
11月14日（土）甲山自治センターにて、

「生涯学習講座2020

米袋でエコバックを

つくろう講座」を開講しました。
世羅町では、お米を作る方が多いため、米
袋は馴染みがあると思います。そこで、「家
の中でできる趣味活動」として、米袋でエコ
バックをつくる講座を企画しました。
講座には、原田文江さんを講師としてお招
きし、米袋を使ったエコバックづくりを学び
ました。

米袋をハサミで
切って
米袋エコバックを作るにあたって「①長さを測る」「②折
る」「③ボンドで貼る」の工程がありました。その工程が終
わると、それぞれ好きな材料を使い、米袋エコバックにデコ
パージュ（装飾）をしました。
講座を通して、自分の米袋エコバックを１人で作るのでは
なく、参加者同士で教え合い、笑い合いながら、和気あいあ
いと楽しまれていました。
参加者の方から、「今度サロンで米袋エコバックを作って
みよう」、「孫に絵を描いてもらおう（米袋エコバックの余

に！
米袋エコバック

白部分に）」など、様々な感想が寄せられました。

サロン活動で米袋エコバックを
作ってみたいと思われた方!!
一緒に作ってみませんか？
ご連絡お待ちしています。

お問合せ先
本
所
☎（０８４７）２２－３１６２
世羅西支所
☎（０８４７）３７－１３３５

素敵な米袋エコ
バックが
完成しました

