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2020年2月発行

平成30年7月より、元気で楽しい人生を送るために「健康」をテーマにサロンを始めました。
サロンを通して、閉じこもりを防ぎ、楽しい時間を過ごしています。
■ 活動拠点／皆市集会所
■ 開催日／毎月第4水曜日
■ 主な活動／健康・介護予防体操、健康チェック、レクリエーション、茶話会 など

皆市健康サロン
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ご存じですか？
地域の身近な相談役 民生委員さん

新理事・評議員の紹介
理事、評議員の退任に伴い、新たに理事、評議
員が選任されましたので、ご報告いたします。

12月に民生委員さんの一斉改選が行われ、
新たに19名が就任されました。
社協では先般、事業説明会を開催し、連携
の大切さなどを確認しあいました。

（順不同・敬称略）

《新任》（任期／令和3年6月迄）
役

職

氏

名

住所

理

事

佐々木學

津戸

民生児童委員協議会

堤

章

東町

民生児童委員協議会

評議員

所

属

等

隠岐の島町には、現在61名の民生児童委員
さん、5名の主任児童委員さんがおられます｡

《退任》
役

職

氏

名

理

事

大槻

寛長

評議員

佐々木

福祉サービスを必要とし
ている方からの相談に応じ
たり、関係機関との調整を
行うなど、町民の皆さまの
暮らしをサポートしてくだ
さり、その活動はボランテ
ィアで行われています。

學

〜 お世話になりました 〜

シルバー人材センター情報

担当地区の民生委員さんについては、町広
報「隠岐の島」2月号に掲載されていますの
でご確認ください。

シルバー人材センターの就業セミナーに
参加しませんか？
〜 参加対象：原則として60歳以上の方 〜
介護補助スタッフ育成講習

老人クラブ連合会情報

●内容：介護サービス「足浴、手浴」の実習、効果
タブレット操作 等
●日時：3月10日（火）〜12日（木）の3日間
・10：00〜16：00
●会場：隠岐島文化会館（西町）
●定員：10名
●お問い合わせ・申込先
電話 ３−１６９１
県シルバー人材センター連合会隠岐分室 担当／國生

くらしに役立つ筆ペン講座

隠岐の島町に要望書を提出しました

●内容：筆ペンでのし袋の表書きを書いてみよう。
●日時：3月16日（月） ・14：00〜16：00

令和元年11月15日（金）、町長との懇談
会にて「住みよいまちづくり」に向けた協
働、会員加入促進活動、県内老人クラブとの
交流促進、町内会員による交流活動とクラブ
運営への協力、中条町民体育館のバリアフリ
ー化などについての要望書を提出しました。
町からも来年度の活動について要望を頂く
など、貴重な意見交換の場となりました。

●会場：隠岐の島町社会福祉センター（原田）
●定員：10名
●お問い合わせ・申込先
電話 ３−１５３３
隠岐の島町シルバー人材センター 担当／松林

シルバー人材センターの仕組みやお仕事の内
容についてもお気軽にお問い合わせください。
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日常の「困った」を解決！「くらしのべんり帳」！
令和2年1月現在、隠岐の島町の人口は約14,000人で高齢化率は40.2％となっています。
そのうち約3,000人が75歳以上で独居世帯も年々増加しています。
今後は高齢者全体の人数は徐々に減っていきますが、75歳以上の割合が増えると予測されて
います。いくつになっても今の暮らしを続けるためには、自分や家族でできることはしながら
も、隣近所で支え合ったり、サービスや制度を知り上手に使い生活することが大切です。
この度、暮らしに役立つサービスや制度をまとめたくらしのべんり帳が新しくなり、情報も増
えました！
「家の中や外を掃除してほしい！」、｢粗
大ごみや家電の処分をしてほしい！」、
「墓掃除をしてほしい！」などの要望に応
えてくれる町内のお店や事業所が載ってい
ます。
現在、自治会活動や分館活動での集ま
り、老人クラブやサロン等に、担当者（生活支援コーディネーター）がお邪魔し、お話をしなが
ら皆さんにお届けしています。うちの地区にも来てほしい！話を聞きたい！というご要望があり
ましたらぜひご連絡ください。

隠岐の島町更生保護女性会からの募金のお礼
令和元年7月1日から全国で「第69回社会を明るくする運動」が展開され、個人や事業所等、
趣旨にご賛同くださった多くの方々から多額の募金が集まりました。
募金は、島根県更生保護女性連盟で集計し、松江刑務所・各児童相談所・少年鑑別所・わかた
け学園等11施設へ「愛の図書」として贈呈いたしました。隠岐の島町更生保護女性会でも、子
ども達の健全育成を願って、保育所/園、小・中・養護学校等にも図書カードを持参し、大変喜
んでいただきました。また、今年度も5名の会員が松江刑務所・更生保護法人しらふじへ施設訪
問し、会員の意識を高める研修をすることができました。
あわせて「隠岐の島町いきいき祭」に8年目の出店を行い、会員手作りの品物を販売したとこ
ろ、大変好評ですぐに完売いたしました。その売上金も「愛の図書」購入費として寄贈していま
す。
ここにそのご報告に併せ、皆さまから
募金総額：372,770円
のご厚情に心から厚くお礼申し上げます。【支出の内訳】
島根県更生保護女性連盟

140,000円

更生保護法人しらふじ

10,000円

隠岐の島町社会福祉協議会

20,000円

社会福祉法人博愛 みんなの作業所

10,000円

社会福祉法人わかば

10,000円

隠岐の島町内保育所/園、小・中・養護学校
隠岐の島町更生保護女性会活動・研修費
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140,000円
42,770円

社協通信第71号

募金実績

3,971,561

円

（1月26日現在）

西郷小学校環境委員会６年生

岬ふれあい祭り

戸別募金

有木小学校生活委員会６年生

3,105,875 円

町民の皆様（各世帯）からの募金

学校募金

イベント募金

78,754 円

福祉教育の一環としての募金

法人募金

120,000 円

41,638 円

町内イベントでの募金
企業・法人様からの募金

（株）青田建設 （株）隠岐商事 （有）門脇工務店 （株）金田建設 （有）タケダ （株）竹田組 （有）田島組
（有）
柘植文具 （株）
タキモト建設 （有）
花岡組 （株）
平成建設 （株）
渡辺工務店

職域募金

167,691 円

職員の皆様からの募金

隠岐の島町役場（本庁・五箇支所・都万支所・環境課・上下水道課） 隠岐の島町中央公民館
隠岐の島町教育委員会 隠岐の島町図書館 隠岐広域連合（隠岐病院・消防本部・事務局） 隠岐支庁
下西保育所 ごか保育園 双葉保育園 隠岐共生学園第二保育所 隠岐の島町商工会
（福）
博愛
（仁万の里・みんなの作業所）（福）わかば （福）隠岐の島町社会福祉協議会

その他の募金

457,603 円

●赤い羽根協力店 （募金箱の設置やポスターの掲示）
あいらんどパークホテル （有）
あずま家具住建センター 大田ふとん店 隠岐温泉 GOKA
（有）
隠岐第一商事 隠岐島後森林組合 （株）カーテックス一畑隠岐店 （有）門脇自動車整備工場
かみやストアー side show サンテラス
（株） ＪＡしまね
（隠岐地区本部・五箇支店・都万支店・中村店）
ショッピングセンターひまり スイングおき薬局 （株）スマイル 武田ストアー とらや 橋本商店
（有）服部 （有）山本自動車 （有）ユーショップさかもと レストランりょうば （有）ワカモト燃料

●赤い羽根自動販売機 （自動販売機の売上げの一部）
提携企業 /（有）日本海商事 （有）池田海産物店
設 置 先 / 隠岐広域連合立隠岐病院 清松園 （株）太陽建設コンサルタント （株）前川商会 すみれ美容室
（一社）隠岐の島町観光協会 （有）
事代丸 （福）隠岐の島町社会福祉協議会
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住みよい地域づくり
推進プロジェクト

助成事業のご案内

今年度、皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金を活用して、下記のとおり助成事業を実施します。
安心づくり助成

交流づくり助成

明るく住みよい地域社会を
交流会や敬老会等の集合型
つくるために取り組まれる様々 活動、または高齢者への手作
な地域福祉活動
り料理の配食等の個別支援型
活動

対象活動

対象団体

ふれあいサロン助成
身近な場所で地域住民が集い、自
分たちで企画・運営を行い、地域住
民の孤立感の解消や声かけ・見守
り、介護予防や健康維持を図る活動

【 活動例 】
【 活動例 】
【 対象となる活動エリア 】
防災や見守り活動、ボラン
地区敬老会、手作り料理の (1)自治会・町内会・分館エリア
ティア活動、子育て支援のた 配食 など
(2)目的別サロンは、町内全域
めに取り組まれる活動などの
促進や組織化 など
町内、または自治会区をエリ
自治会・行政区・町内会や
アとして組織される自治会・ 公民館分館、婦人会などの地
団体
縁型組織

自治会区、町内会、当事者組織、
子育て中の親等

100,000円

助 成 額

（ 50,000円 ）

継続３年以降

対象者１人あたり

700円

一律 30,000円

※過去に助成を受けた活動と
同様の活動、または、その
活動と一体性のある活動は
最長2年までとし、3年目以
降は50,000円を上限としま
す。

※当該年度75歳以上になる方
並びに障害者手帳を所有す
る方が対象となります。

※開催回数、参加人数に関係なく、
一律交付とさせて頂きます。

申請受付期間

令和2年2月12日（水）〜3月31日（火）※必着

助成の決定

令和2年6月下旬（予定）

そ の 他

審査委員会で助成額を決定
します。

申請手続きについて

助成予算額に満たない場合に
申請は6月まで受け付けます。
は、7月頃に｢2次募集」を行い
6月以前であっても助成予算額に
ます。
達した時は、助成できない場合があ
ります。

〜お気軽にお問合せください〜

各自治会区・町内会の代表者様、各サロン担当者様宛に各助成事業のご案内に併せ申請書類一式を送
付しています。
詳しくは隠岐の島町共同募金委員会（２−０６８５ 担当 藤山・村上）までお問い合わせ頂くか、隠岐
の島町社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
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進 学

◆生活福祉資金◆

を応援します！

高校や大学等への進学に必要な入学金や授業料等で困った時､
必要な費用をお貸しすることで進学や就学の継続を応援し、
世帯の自立を支援する教育支援制度があります。

対象者
低所得世帯で資金の融通を他から受けることが困難な世帯の方

教育支援資金
（問合せ先）
社会福祉協議会（電話）3−1303

教育支援資金の種類
●教育支援費：授業料や通学費、寮費等、就学するために必要な費用
●就学支度費：入学金や制服の購入費等、入学に際して必要な費用
資金の種類

月額
35,000円以内

高等学校
教育支援費

償還
期間

貸付限度額

高等専門学校
短期大学
専修学校専門課程
大学

就学支度費

月額
60,000円以内

月額
65,000円以内
500,000円以内

貸付
利子

相談・貸付・償還の流れ
社会福祉協議会へ相談
申込書類の準備・申請
島根県社協の審査

※
据置期
間経過
後､20
年以内

貸付決定後、貸付金の交付
無利子

就学期間
卒業後、6ヶ月の据置期間

教育支援費は特に必要な場合、限度額の1.5倍まで貸付可能です。
※据置期間…償還を猶予する期間（卒業後6ヶ月以内）

償還開始

≪ご利用の条件≫ 島根県育英会や日本学生支援機構（第１種）の奨学金、母子父子寡婦福祉資金の
貸付を優先します。また、世帯内で連帯借受人が必要です。

社協のレクリエーション用具
がご利用いただけます

あいサポーターになりませんか？
多様な障がいの特性や障がいのある方の困
りごと、必要な配慮を理解し、日常生活の中
で必要なときにちょっとした手助けができる
あいサポーター になりませんか？
地域や職場、学校、グループなどで、サポ
ーターになるための研修の受講を是非ご検討
ください。
本会から職員や講師を派遣します。

サロンや地域交流活動、介護予防活動など
で役立つ室内用のレクリエーション用具の貸
し出しを行っています。
お気軽にご利用ください。
●貸出期間 ／ 概ね1週間程度
※事前にお電話（２−０６８５）にて空き状
況をご確認ください。

●内容 ／ あいサポート運動の目的と障がい
への理解を深めるための講義、
DVDの視聴、簡単な手話講座
など
●時間 ／ 75分程度
シャッフルゴルフ

お問い合わせ先
電話２−０６８５
担当／地域福祉係 藤山・村上

ビーンボーリング

社会福祉協議会のホームページにて、
この他多数のレク用具を紹介しています。
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「暮らし」や「仕事」のことで困ったら…
どんなことが相談できるの？

相談無料・秘密厳守
収入が不安定で、
生活費のやりくりに困っている

収入はあるのに

仕事や生活の

働きたいけど

生活が苦しい。

ことで気になる

どうしたらいいか

なんでだろう…。

家族がいる…。

分からない…。

仕事をしたいのになかなか決まらない、
長続きしない
仕事を辞めて、
生活や住まいのことで今後が不安
借金が多くて、
どうしたら良いか悩んでいる
困っているが、
どこに相談していいのかわからない など
生活や経済的な困りごとについて、
専門のスタッフがお話をうかがい、
一人一人の状況に応じた解決方法を一緒に考えていきます。

Ａさんの相談へのご支援

相談事例とご支援

・毎月の収支状況を確認しました。
・たくさん保険に加入していたので、必要最低限の
保険以外解約の手続きをご支援しました。

Ａさんの相談事例

・返済の見込みが立たない負債は、弁護士に関わっ

生活費がなくなるとクレジットカードで支払いを

ていただき債務整理しました。

していて、いつの間にか負債が増え、毎月支払いに

・税の滞納もありましたが、これは債務整理の対象

追われています。気持ちも落ち着かずどうすれば良

にはならないため、無理のない範囲で支払いがで

いか分かりません。

きるよう分納交渉を行いました。
・現在、定期的にお会いし、生活状況・収支の確認

Ｂさんの相談へのご支援

をしながら、安定した生活が送れるようになるま
で一緒に考えています。

・仕事が続かない原因を一緒に考えました。
・職場での出来事に対し、どうすれば良かったか、
どう対応すれば上手くできたかを振り返りなが
ら、次に就労する際のアドバイスをしました。
・ハローワークへ同行し一緒に仕事探しをしました。
・また、一つずつ督促状を確認し、債務がどれだけ

Bさんの相談事例

あるのか整理したところ、返済の目途が立たない
ため弁護士に関わっていただき債務整理しました。

生活のためには仕事をしないといけないけど、ど

・現在、定期的にお会いし、生活状況・収支の確認

うしても仕事が長く続きません。生活費もないし、

をしながら、安定した生活が送れるようになるまで

督促状もたくさん届いていて、負債もどれだけある

一緒に考えています。

のか分かりません。

問い合せ先】

隠岐の島町社会福祉協議会（あんしんセンター）
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令和元年12月9日〜令和2年1月26日（敬称略）

ご寄附
ありがとうございます

※隠岐の島町社会福祉協議会ではご寄附いただいた方のご意志を尊重し、
氏名等を掲載しています。なお、金額は掲載しませんのでご了承ください。

末子

瑛

名田
山口義雄

区

分

採用予定人員

受

験

資

格

平成5年4月2日以降に生まれ、高等学校を卒業し、
事務職員

１ 名

社会福祉士又は社会福祉主事任用資格を有する方、及び
社会福祉士又は社会福祉主事任用資格を取得見込みの方、
かつ、普通運転免許証（ＡＴ限定可）を保持する方

◆試

験 ／ ①日時 ／ 令和2年2月23日（日） 午前10時 〜
②会場 ／ 隠岐の島町社会福祉センター（原田396）

◆ 採用の時期 ／ 令和2年4月1日以降で採用の予定です。
（但し、令和2年4月1日現在、社会福祉士又は社会福祉主事任用資格及び
普通自動車免許の資格所持者に限ります。）
◆ 受 付 期 間 ／ 令和2年1月10日（金）〜 2月20日（木）【必着】
※ 申込書は、本会ホームページ（http://www.oki-fukushi.net）からダウンロード
できます。
◆ 問い合わせ・職員採用試験申込書の請求先及び申し込み先
社会福祉法人隠岐の島町社会福祉協議会（電話 ０８５１２-２-０６８５）
〒685-0027 隠岐の島町原田396番地（隠岐の島町社会福祉センター内）
社協通信71号 ●編集／発行 隠岐の島町社会福祉協議会

ホームページ

http://www.oki-fukushi.net/

〒685-0027 隠岐の島町原田396番地

代表メール

info@oki-fukushi.net

電話 2-0685

FAX 2-4517
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香典返し寄附

中 村 和田

幸枝

住 所 寄附者氏名 故 人 名

下 西 金岡

美津枝

田丸菊四

邦久

原田
久 子

茂

今 津 橋本

芳郎

彦

西 村 徳山

埼 玉 県 牧野

哲也

陽

津戸
修

栄 町 池田

眞行

忠

西 町 髙村真佐夫

施 森田

幸代

次

有 木 繁浪

中町
森 益穂

男

勝次

幸

大 阪 市 中林

西 町 髙村ヤヨイ

子般寄附
一

寄附者氏名

津 戸 鷺野ユキヱ

隠岐の島町社会福祉協議会 職員募集

