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ながらの開催となりました。
また、認知症や知的障がい、精
神障がいなどにより、判断能力の
不十分な方が安心して生活ができ
るよう、本年度から「高梁市権利
擁護センター」を設置しておりま
す。引き続き、あらゆる関係機関
と密に連携を図りながら、充実強
化を行ってまいります。
さらには、市民の皆さまが住み
慣れた地域で心豊かな生活を送る
ことのできるよう、各地区社会福
祉協議会と協議を重ね、創意工夫
による実情にあった取り組みを推
進してまいります。
今後ますます複雑・多様化する
であろう福祉課題に役職員一丸と
なって取り組み、「みんなでつく
る いきいきと暮らせる愛のまち
たかはし」～ささえあい・たす

新年のご挨拶
明けましておめでとうございま
す。市民の皆さまにおかれまして
は、希望に満ちた輝かしい新春を
お迎えのこととお慶び申し上げま
す。また、昨年は本会の運営並び
に各種事業にご理解とご協力を賜
り厚くお礼申し上げます。
昨年は、緊急事態宣言やまん延
防止措置の発令、ワクチン接種の
開始等新型コロナウイルス感染症
に関しての話題が多くみられる
中、東京オリンピック・パラリン
ピックでは日本人選手のメダル
ラッシュや大谷翔平選手がＭＶＰ
受賞をするなど明るい話題もみら
れる年でありました。
本会では、事業の縮小や、分散
型で「夏のボランティア体験事
業」を実施するなど、新型コロナ
ウイルス感染症予防対策を実施し

けあいのまちづくり～を目指し、
地域福祉推進の役割を担ってまい
りますので、皆さまのより一層の
ご支援を賜りますようお願い申し
上げます。
結びに、新しい年が市民の皆さ
まにとりまして、健やかで希望あ
ふれる素晴らしい年になりますよ
う、心から祈念申し上げ、新年の
ご挨拶といたします。

内田 親秀

社会福祉法人
高梁市社会福祉協議会

会長
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災害ネットワーク協定を締結
高梁青年会議所 × 高梁市社会福祉協議会
11月25日（木）、高梁市内での大規模災害に備え、
高梁青年会議所と本会との間で、災害ネットワー
ク協定を締結しました。
この協定は、災害ボランティア活動を行う団体・
個人の支援を行うために、高梁青年会議所と本会
が相互に連携・協力することを目的としています。
平成30年７月豪雨災害では、3,000 人を超す全
国各地のボランティアに、本市の復旧・復興にご
尽力いただきましたが、新型コロナウイルスの影
響により、これまでのような県外からの支援は受
けにくくなっており、被災地を中心とした活動が
求められています。
今回の協定締結により、平常時から高梁青年会議所と連携・協力ができるようになりましたので、
災害時には迅速に活動ができるよう協力体制の構築に努めてまいります。
主な協力内容は次のとおりです。

災害時
（１）被災状況や災害ボランティア活動に関する情報等の収集及び提供
（２）災害ボランティア活動における支援用物資等の調達及び仕分け、輸送
（３）高梁市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターの運営

平常時
（１）災害ボランティアセンターの設置・運営に関する情報等の共有
（２）災害ボランティアセンターの運営に関する協力など災害時における連携体制の確立
（３）災害ボランティアセンターの設置・運営訓練に関する協力
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赤い羽根共同募金運動
11／19

落合小学校

落合小学校児童会より、赤い羽根共同募金が寄せ
られました。この募金は児童会の皆さんの呼びかけ
で、各クラスに募金箱を設置して集められたもので
す。11月19日に贈呈式が行われ、落合地区社会福祉
協議会の角銅会長が出席されました。
ご協力ありがとうございました。

12／20

贈呈式の様子

♥

♥

落合小学校児童会の皆さんと
落合地区社会福祉協議会 角銅会長

川上中学校

川上中学校生徒会から赤い羽根共同募金が寄せられました。この募金
は、生徒会の皆さんが募金箱を設置し校内で募金活動に取り組まれたも
のです。12月20日に贈呈式が行われ、川上地区社会福祉協議会の山本支
会長が出席されました。ご協力ありがとうございました。

贈呈式の様子

令和３年度 赤い羽根共同募金法人募金にご協力いただいた法人
10月16日～12月15日までの受付分を掲載しております。ご協力ありがとうございました。(順位不同、敬称略）
【高梁地域】
株式会社 赤木組
赤木食品株式会社
秋岡商店有限会社
イーグル工業株式会社 岡山事業場
有限会社 イシイ
株式会社 イマイ
株式会社 エポック
株式会社 大月本店
有限会社 川上商店
有限会社 川上ラヂオ電気商会
有限会社 川口写真館
株式会社 吉備ケーブルテレビ
医療法人梁風会 こころの医療たいよ
うの丘ホスピタル
有限会社 小阪商会
ザグザグ落合店
有限会社 シーエス平野
株式会社 SIGNAL BLUE
自動車板金塗装ＳＲ Ｂｏｄｙ
島自動車有限会社
住まいるネット高梁落合橋店
有限会社 須山商店
有限会社 陶山伝五郎商店
スリーコウ株式会社
株式会社 総合技術サービス
株式会社 タイガーマシン製作所
高梁運輸株式会社
高梁整形外科医院
株式会社 高梁マイカーセンター

滝口建設工業株式会社
有限会社 タニムラ
トークロ
医療法人 仲田医院
ナカヤマ建設株式会社
有限会社 成羽砂利
縄手商事株式会社
西森電気
日軽形材株式会社 岡山工場
日本貿易産業株式会社
パチンコ＆スロット EEE スタジオ
有限会社 花のれん
備中開発株式会社
株式会社 備北オートセンター
備北信用金庫落合支店
備北信用金庫下町支店
平松電業有限会社
藤本歯科医院
ヘアーサロン・エムズ
HAiR-MAKE ripple
ヘアメイクスタジオ YOU
堀金属表面処理工業株式会社 岡山工場
株式会社 松本食品包装
有限会社 三宅工務店
株式会社 村田管工
モランボン
有限会社 森十自動車工作所
有限会社 森田商店
有限会社 モリブン
有限会社 ワタナベトーヨー住器

【有漢地域】
有漢郵便局
有限会社 大月産業
岡山イーグル株式会社
倉野林業
有限会社 島田建設
有限会社 千崎建設
有限会社 ハスイサービス
丸五シーエス株式会社
マルサ醸造有限会社
山根商事有限会社
有限会社 山脇モータース
有限会社 和田組
【成羽地域】
成羽ポートリー株式会社
【川上地域】
株式会社 大塚組
南工業有限会社
【備中地域】
有限会社 西川石材工業
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一般募金助成事業の
助成団体を募集します

令和
４年度

高梁市社会福祉協議会では、共同募金の財源を幅広く有効に活用し、誰もが安心して暮らせる福
祉のまちづくりを推進するため、助成を希望する団体を募集いたします。

★助成対象団体

⒈次の要件をすべて満たす団体
① 高梁市内を活動範囲として福祉活動、ボランティア活動を行う団体
② 原則1年以上の継続した活動が見込めること。
③ 団体の運営が市民を主体とした組織で、自主性及び自立性を有すること。
④ 団体の規約、活動内容及び会計に関する決定機関を有する団体で、事業計画が明示され予
算・決算等の会計状況が明らかであること。
⑤ 法人格を有していないこと。
⑥ 政治又は宗教、営利活動を目的としない団体
⒉上記団体のほか歳末たすけあい運動を実施する団体

★助成対象活動

令和4年度において、地域性を活かした日常生活の支援、福祉学習、世代間交流、児童青
少年・ボランティア育成等の地域住民自らが取り組む活動で、介護保険制度の事業対象となら
ないもの。

★助成金額

…………………… １団体あたり２０万円以内とする。

★助成金対象外経費
★申請期間

……… 報酬、人件費、飲食費、備品、機材に関する費用等

…………………… 令和４年２月１日〜令和４年３月３１日まで

※申請書は社協各事務所へ備え付けておりますが、市社協ホームページからもダウンロードで
きます。詳細については、下記までお問い合わせください。

お問合せ先

12／7

地域福祉課 ☎２２ ７２４３

有漢支所 ☎５７ ３２１８

☎４８ ９７７０

備中支所 ☎４５ ３１３１

川上支所

高梁市仏教会・托鉢で赤い羽根共同募金に協力

高梁市仏教会（会長 龍徳院 西川髙史住職）では、今年も
歳末たすけあい托鉢を実施され、僧侶の方々が市内商店街な
どを巡られました。自宅前で待っている方も大勢おられ、多く
の浄財が寄せられました。
この浄財は、高梁市共同募金委員会に寄附され、地域の福
祉活動へ活用されます。ご協力ありがとうございました。
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成羽支所 ☎４２ ２００５

地域福祉活動報告

● ふれあいサロン交流会
12月10日（金）、高梁総合文化会館にてふれあいサロン交流会を開催しました。サロンの代表
者等36名が参加されました。
交流会では、８グループに分かれ各サロンの活動状況等について活発な情報交換が行われま
した。また健康運動指導士の平田久実子氏に、サロンで行える簡単な体操やレクリエーションを
指導していただき、楽しく有意義な時間を過ごしました。

参加者の声

・活動内容や集まりの声かけ方法など参考になった。
・高齢一人暮らしの方への声かけをすることの大切さがわかった。
・身近なものを使った遊び、工夫すれば色々できることがわかった。
・これからの健康づくりに役立てたい。
・タオル体操、新聞紙での運動を参考にしたい。
・コロナ禍での会を開くことの方法や注意点を再認識できた。など

お 知 らせ
今年度の事業が終わられたサロン団体は実績報告書の提出をお願いします。
また、新たにふれあいサロン活動を始めたいと思われる方は地域福祉課・各支所へお気軽にご相談ください。

● ミニデイサービス 〜活動紹介〜
高梁地域で行われているミニデイサービスは、介護予防を目的とした通いの場です。
月に１回地域市民センター等を会場に開催しており、おおむね65歳以上の介護保険サービス
を利用していない方等が対象です。
ボランティアのみなさんの協力のもと、アイデアを出し合い楽しい活動をされています。

リースづくり
11/14

干支づくり
松原にこにこ会

12/21 中井町ミニデイ

広報ふれあい福祉
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高梁市老人クラブ連合会主催

15回高梁市高齢者グラウンドゴルフ大会

第

11 月 25 日（木）に参加者の健康保持増進と
親睦を深めることを目的として、第15回高梁市
高齢者グラウンドゴルフ大会が有漢スポーツパー
ク グラウンドゴルフ場にて開催されました。
本 大 会は、高梁・有漢・成 羽・川上・備中地
区の各大会を勝ち抜いた139名の方々が出場して
おり、素晴らしいプレーに感嘆の声が上がってい
ました。
当日は天候にも恵まれ、親睦を深めながら和
気あいあいとグラウンドゴルフを楽しみました。

優

勝 杼山 豊一（高梁）

準 優 勝 佐藤 勇 （高梁）
第３位

大月 進 （有漢）

第４位

日向 稔 （川上）

第５位

江田頼太郎（有漢）

配食ボランティア研修会

おめでと
う
ございま
す！

※敬称略

12/17

高梁市社会福祉協議会では、調理等が困難な高齢
者や障害のある方に対し、地域の配食ボランティア
の協力を得て、お弁当のお届けと安否確認を行う給
食サービス事業を実施しています。
研修会では、市内の配食ボランティア 29 名が集ま
り、給食サービス事業について理解を深めるととも
に、認知症サポーター養成講座を実施し、認知症の
方への対応法について学んでいただきました。

参加者の声 ( アンケートより )
・認知症についての理解が深まった。
・手渡しによる安否確認は重要。
・ボランティアの高齢化に伴い担い手が不足している。
など
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受賞おめでとうございます！（順不同、敬称略）
✿ 全国社会福祉協議会会長表彰

✿ 中央共同募金会会長表彰

▶民生委員・児童委員功労

安

▶奉仕功労者

明治

難波

（中井地区）

英夫

（前 高梁市共同募金委員会理事）

▶社会福祉施設功労

長江

絹代

（障害支援施設かわかみ療護園）

令和３年度賛助会員として本会の目的に
ご賛同いただいた法人・ふるさと会員
令和3年度賛助会員 協力の状況
（令和３年11月30日現在）
会費区分

件

（順不同、敬称略）

金額（円）

数

普通会員

6,397

6,688,000

法人会員

314

1,019,000

94

335,000

7

35,000

6,812

8,077,000

ふるさと会員
特別会員
合計

10月16日から12月15日まで
の受付分を掲載しております。
ご協力ありがとうございます。

赤い羽根共同募金助成事業

◆法人会員

（高梁地域）
ふじかわ眼科高梁分院

◆ふるさと会員
（高梁地域）
岡山市 平木

力

歳末配食サービス

12 月 11日（土）、備中町ヘルスボランティア連絡
会では、80 歳以 上のひとり暮らしや高齢者世帯
231人に歳末の配食サービスを行いました。
民生委員の協力を得て事前に調査をしていただ
き、当日は、安否確認を兼ねて、対象者に配食し
ました。
昨年はコロナ禍で実施できませんでしたが、毎
年好評でとても楽しみにされています。感染症対
策に配慮しながら、作る側も協力し合い、良いお
弁当ができました。

広報ふれあい福祉
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新型コロナウイルス感染症

特例貸付の申込受付期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業もしくは失業等により生活資金でお悩
みの方に向けた、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。
なお、申請の際には、新型コロナウイルス感染症対策のため、事前に下記問い合わ
せ先までご連絡ください。

申込受付期限：令和4年3月31日(木)まで （※郵送の場合当日消印有効）

主に休業された方向け（緊急小口資金）
●緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
▶対象者
新型コロナウイルス 感染症の影響を受け、休
業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的
な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の
減少があれば、休業状態になくても、対象とな
ります。

▶貸付上限額：20万円以内
▶据置期間：1年以内
▶償還期限：2年以内
▶貸付利子・保証人：無利子・不要
▶申込先：
高梁市社会福祉協議会 相談支援課

主に失業された方等向け（総合支援資金）
●生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
▶据置期間：1年以内

▶対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常
生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の
減少があれば、失業状態になくても、対象と
なります。
▶貸付上限額
・
（二人以上の世帯）
・
（単身世帯）………

▶償還期限：10年以内
▶貸付利子・保証人：無利子・不要
▶申込先：
高梁市社会福祉協議会 相談支援課

月20万円以内
月15万円以内

▶貸付期間：原則3月以内

お問合せ先・相談窓口：高梁市社会福祉協議会

相談支援課

※実施主体：岡山県社会福祉協議会 ( 岡山市北区南方 2 丁目 13-1)
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22-7243
086-226-3544

福祉委員の選出について
高梁市社会福祉協議会では、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、各
町内会で見守りや声かけ活動を行う福祉委員の選出をお願いしています。
令和4年度についても、各町内会より福祉委員を選出いただき、福祉委
員選出届を提出していただきますようお願いします。
なお、福祉委員を交代される場合は、お渡ししている福祉委員証をご返
却いただきますようお願いします。

☆福祉委員選出届の提出および福祉委員証の返却先
◆地域福祉課および各支所

◆各地域市民センター

高梁市社会福祉協議会
福祉委員連絡協議会
たんじ

会長 丹治

いさむ

勇さん

福祉出前講座
高梁市社会福祉協議会では、高齢者疑似体験や車いす体験、手話体験など福祉や
ボランティアに関する福祉出前講座を実施しています。
学校だけでなく、ふれあいサロンなどの地域の行事等に幅広くご利用できます。
まずは、気軽にご連絡ください。

〜講座内容〜
・高齢者疑似体験
・車いす体験
・福祉車両操作体験
・手話体験
・アイマスク体験

お問合せ先

介護保険課から
のお知らせ

・社会福祉協議会活動
・ボランティア
・ユニバーサルデザイン
・災害ボランティア活動

地域福祉課 ☎２２ ７２４３

有漢支所 ☎５７ ３２１８

☎４８ ９７７０

備中支所 ☎４５ ３１３１

川上支所

成羽支所 ☎４２ ２００５

ヒートショックに気をつけましょう

ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動などによる
急激な温度変化によって、血圧が大きく変動することにより起こる健康被害のことです。

ヒートショックになりやすい居住空間
・浴室（脱衣所）
：タイル張り、窓があり寒い
・トイレ：暖房設備がない、居室から離れている

気をつけること
■入浴で・・・
・脱衣所に暖房器具を置き、温めておく
・入浴前に声かけをしておく
・入浴前後に水分補給をする
・浴槽の湯温を低めにし、
ゆっくり温まる
■トイレで・・・
・トイレに暖房器具を置く
・上着を１枚羽織って行く
・力みすぎない
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社会福祉協 議会 へ の ご

寄附
ありがとうございました。

【香典返し・玉串料】
《高梁支会》
金一封 玉川町 川上 雅己
（故・志津子様）
輝也
金一封 高倉町 奥
（故・進市様）
金一封 新 町 上嶋 幸子
（故・順次様）
金一封 栄 町 藤原 幸代
（故・雅治様）
金一封 川面町 森末 智衛
（故・惠子様）
金一封 鍜冶町 赤木 賴男
（故・麻子様）
金一封 川面町 中村 和子
（故・秀郎様）
金一封 落合町 野瀬 浪子
（故・茂夫様）
金一封 落合町 平野 勝二
（故・裕志様）
強
金一封 鉄砲町 中本
（故・操様）
金一封 落合町 川上 洋志
（故・吉田馨様）
金一封 落合町 大津 則裕
（故・健一様）

《高梁地区》
金一封 倉敷市 伊藤 穣二
（故・博之様）
金一封 栄 町 藤原 幸代
（故・雅治様）
《川面地区》
金一封 川面町 森末 智衛
（故・惠子様）
金一封 川面町 中村 和子
（故・秀郎様）
《玉川地区》
金一封 玉川町 川上 雅己
（故・志津子様）
金一封 玉川町 横田 靖子
（故・時惠様）
金一封 玉川町 中川 政雄
（故・貞雄様）
《宇治地区》
金一封 宇治町 西川 幸子
（故・和夫様）
《落合地区》
金一封 落合町 野瀬 浪子
（故・茂夫様）

漢 山口 教久
（故・一男様）
漢 田中 靖泰
（故・ 治彦様）
漢 小寺 春友
（故・哲夫様）
漢 小柴 隆司
（故・健男様）
漢 横山 順子
（故・秀夫様）

金一封 落合町 平野 勝二
（故・裕志様）
金一封 落合町 川上 洋志
（故・吉田馨様）
金一封 落合町 大津 則裕
（故・健一様）

《有漢支会》
金一封 有

金一封 有

金一封 有

金一封 有

金一封 有

《成羽支会》
金一封 成

金一封 下

金一封 成

金一封 小

羽 山本 悦子
（故・龍美様）
原 中川富美子
（故・清子様）
羽 徳森
磨
（故・道雄様）
泉 土谷 俊明
（故・一郎様）
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令和3年

11月〜12月

社会福祉法人高梁市社会福祉協議会へ令和３年 11 月〜 12 月にいただい
たご寄附についてお知らせします。
心から感謝申し上げ社会福祉事業に活用させていただきます。
なお、金額等については寄附者の意向によって掲載しています。（敬称略）

金一封

金一封

金一封

金一封

金一封

金一封

《川上支会》
金一封 岡山市 薬師寺寿行
（故・春美様）

●日

時：令和４年２月 19 日（土）13：00〜16：00

●会

場：高梁総合福祉センター（ 高梁市向町 21−３）

名

毎日の生活の中で、困っていること、悩んでいることはありませんか。
この相談会は、高梁市で暮らす皆さまが、安心して地域で生活できる
ように、福祉や法律についてのご相談をお受けしています。

451

回目）

《有漢支会》
金一封 有 漢 杉田 健治
（退院内祝いとして）
金一封 上有漢 湯浅 笑子
（退院内祝いとして）
金一封 上有漢 水川 吉枝
（退院内祝いとして）
匿
名
金一封
（一般寄附として）

《備中支会》
金一封 平 川 前原 訓朗
（退院内祝いとして）
金一封 西 山 山澤 昭夫
（退院内祝いとして）

日用品・食料品等

【物品寄附】

生長の家 たかび総連
（緊急食糧支援として）

下 原 川上 敬郎 【一般寄附】
（故・詔子様） 《高梁地区》
吹 屋 堀
勝美
匿
金一封
（故・靜子様） （社会奉仕として（第 回、第
成 羽 木口 哲次
（故・アヤコ様）
吹 屋 松浦 俊子
（故・二郎様）
下 原 梶谷 滋子
（故・雅由様）
長 地 渡辺 利基
（故・節子様）

《備中支会》
金一封 平

金一封 布

金一封 布

川 上平 久徳
（故・照整様）
賀 岡﨑 輝明
（故・清子様）
賀 前原 禎江
（故・吉夫様）

【お花料】
《落合地区》
金一封 落合町 中島 好正
（故・サチ子様）

たかはし福祉・法律なんでも相談会
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相談は
無料

●相 談 員：弁護士、司法書士、社会福祉士など
●申し込み：令和４年２月 10 日（木）までに、高梁市権利擁護センターへ
電話でお申し込みください。

同日開催 権利擁護ミニ講座 「どうなる？どうする？わかって安心！相続と遺言」
●講

師：さきやま司法書士事務所

●時

間：14：00〜15：00

●会

場：２階

崎山晃史さん

大講座室

（※ミニ講座のみの参加の場合、申し込みは不要です。）

≪申し込み・お問合せ先≫
高梁市権利擁護センター（高梁市向町 21-3）
この広報紙は再生紙を
使用しています。

☎ 0866-56-0063

この広報紙は、寄附金及び共同募金配分金の一部を活用して発行しています
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