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新 年のあいさつ
高梁市社会福祉協議会

社会福祉法人

はじめと

平 田 重 光

であります。これらのことは日本国

する地域福祉

長

新年あけましておめでとうござい

民に大きな希望と勇気を与えてくれ

会

ます。皆様方には輝かしい新春をお

活動事業を展開しております。人と

人の強い絆が「ささえあい・たすけ

ました。
一方、地球温暖化による異常気象

あい」の福祉活動を盛り上げていく

迎えのことと心からお慶び申し上げ

や自然災害で多くの被害を受けたこ

ことによって、更なる地域福祉活動

ます。
平素から本市社会福祉協議会の運

と、また政権交代後、今もなお続く

顔〟がより一層輝けるものと信じて

営にご理解とご協力を賜り、厚くお

な日本経済、そして、人口減少・少

おります。

の充実と推進が図られ、
地域での
〝笑

さて、昨年を振り返りますと、様々

子高齢化問題、特に生存不明の高齢

市民の皆様がお互い手と手を取り

政治への不信感や今だ先行き不透明

な出来事に一喜一憂した年で

者問題では、地域、近所同士の無関

合い、安心して〝笑顔〟で生活でき

礼申し上げます。

あったと感じております。

心さや人間関係の希薄化などを危惧

るよう市行政の指導を仰ぎ、各関係

永年の研究により鈴木

しております。

克服し小惑星イト

幾多のトラブルを

また、長期間で

受賞されました。

ノーベル化学賞を

きながら、住み慣れた地域で生きが

など、多くの皆様のご協力をいただ

の方々、そしてボランティアの方々

民生委員児童委員、福祉委員、地域

人ひとりが安心して暮らせるために

本市社会福祉協議会では、市民一

健勝とご多幸を心より祈念いたしま

最後になりましたが、皆様方のご

ますようお願い申し上げます。

の運営に対しご理解とご協力を賜り

て参りますので本市社会福祉協議会

機関と連携しながら、事業を推進し

章さんと根岸英一さんが

カワの物質を

して、新年のごあいさつといたしま
す。

いを持ち、安心して心豊かな生活を
していただくために自立支援事業を

持ち帰ったは
やぶさの雄姿

二匹のうさぎが静かに座っています。表情がとても穏やかで愛きょうがあります。

その中で、いつでも飛び跳ねることができるよう、また長い耳を立てて情報をキャッチできるよう

準備しています。

「本年が飛躍の年、また正しい情報をいち早くキャッチし、目標に向かって進んでいけるような年

になってほしい」との願いを込めて制作されました。

作者は高梁市原田北町在住の甲平知之さんです。

表紙作品の紹介
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ます

2010 ふれあいサロン活動
してい
支援
極的に
積

代表者からの
コメント
私たちの町内
会は、高齢化が
進み、高齢者世
帯 が 多 く な り、
また、一人暮ら
しの方、体調の
優れない方など
も増えています。
こ う し た 中、
町内会での支え
合いが必要と考
えてこのサロン
を立ち上げ、月
一回集っていま
す。
会員は十人で、
「みんなができ
るもの」
「楽し
んでできるもの」
を計画し活動し
ています。

今回は、十一月八日から一週間、松原町ふれあい祭りの展示
の部へサロン活動で制作した作品を出展しており、その作品を
見学に行きました。
たくさんの展示品の中で、自分たちが色紙で作った人形やの
れん等の作品を見て、ひときわ出来映えの良さが光っているよ
うに思えました。
その後、集会所に戻り、お弁当を食べながら慰労会と反省会
を行いました。
会員から「月一回のサロンが待ち遠しい」と感想が寄せられ
ると、サロンを開いて本当に良かったと実感でき、次回も「み
んなで楽しんでできるもの」を計画していきたいと思います。

代表者からのコメント

このサロンは、趣味の会を通じて交流を深
め、地域内の老人世帯や引きこもりがちな高
齢者の友愛訪問を行い、精神的、社会的孤立
の防止となるよう活動を行っています。

十一月二十七日、三沢公民館に会員全員が集っ
て、交流を深めました。
今回は、自分たちが持ち寄った大根で福新漬を
作り、三沢地区内の八十歳以上の老人世帯や七十
五歳以上の独居世帯など十八人に友愛訪問を行い
ました。
受取られた方から「福新漬は保存食にもなるの
でありがたい」や「作り方を教えてもらいたい」な
どと大変好評の声をいただき、会員の今後の励み
となりました。
同サロンでは、今後も地域内の友愛訪問や他の
地域との交流、各種研修会への参加も予定してい
ます。

代表者からのコメント

私達の地域では、一人暮しの方が増えてお
り、人と人 とのふれあいやぬく もりを感じ、
楽しいひと時を過ごしていただきたいと思い、
ふれあいサロン活動を始めました。
今では、一人暮しの方に限らず、多くの方
に声を掛けて参加を募っています。

十二月十八日、八長コミュニティハウスに会員
三十人が集り、クリスマス会を行いました。
始めに、全員で軽体操を行い、次に、ビンゴゲ
ームで楽しみ、ビンゴになった順番にプレゼント
をもらい参加者は童心にかえり喜んでいました。
その後、ケーキを食べながら、時間を忘れ楽し
く歓談をしました。
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定安ふれあいサロン なかよし会
松原町

なかよし会
川上町

八長福祉サロン
梁
高
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ささえあい
たすけあい

福祉委員体験発表
川上地区福祉委員連絡会

十二月十六日、高梁総合
文化会館で「ふれあい福祉
講座」を開催しました。
少子高齢化により一人暮

ふれあいサロン事業事例発表

●ユー・アイ・リハビリ教室 （巨瀬町）

らし、高齢者世帯が増加傾
向にあり、高齢者・障害者

●中市場ふれあい会 （川面町）

●あすなろ会 （有漢町）

●寿会 （成羽町）

等が地域で安心していきい
きと暮らせるよう地域住民
め、「 さ さ え あ い・ た す け

●北方カラオケ同好会 （備中町）

が福祉に対する理解を深
あいが日常的に行われる福

数正 さん

ユー・アイ・リハビリ教室（巨瀬町） 金田

祉のまちづくり」の推進に
寄与することを目的に実施

規佐子 さん

しました。
この日は、福祉委員をは
じめ民生委員児童委員やボ
ランティア団体、ふれあい
サロン実施団体から約五百
人の参加がありました。

昭博 さん

あいの輪」を広げていきたいとサロン活動への思いを語られました。

福本さんは、毎月例会を実施し、世代を
越えた交流を持ちながら、孤独なお年寄り
がいない地域づくりとなるよう会員十六人
で 活 動 を し て お り、 例 会 を 重 ね る う ち に、
若い人とお年寄りが親しくなり、以前より
コミュニケーションも多くなり嬉しいこと
ですと発表しました。
また、このふれあいサロン活動は、現代社会から失われつつある
心の絆を見つめ直すチャンスと捉え、前向きにもっともっと「ふれ

中市場ふれあい会（川面町） 福本

金田さんは、地域で共に楽しく暮らすた
め、ふれあいによる閉じこもり予防や生き
がいづくり、また、健康を維持するため毎
週水曜日に活動を実施し、会員は二十三人
で、年齢層は幅広く、普段の活動は健康体
操、ゲーム、茶話会など、節分やお花見会
などの季節の行事や料理づくりなども行っていると発表しました。
また、これからも、楽しい時間を過ごせるようなサロン活動を行
いたいとサロン活動に掛ける熱意を語られました。

中西

中西さんは、川上地域での福祉委員の
活動や役割について発表しました。
福祉委員や近所の方による『見守り・
声掛け・たすけあい』活動が大切なこと
を痛感し、川上地域では、地域福祉ネッ
トワークづくりを重点的に行っていま
す。福祉委員ひとりひとりが地域の身近な見守り役の心構えで活
動することが、人と人との絆をつくっていくと話されました。
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ふれあい福祉講座

協働による福祉のまちづくり
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見直そう！
近所力地域力
多田そうべい先生

と呼びかけました。

と つ が『 ふ れ あ い サ ロ ン 』 で す 」

題に取り組み支えあう仕組みづくりが必要で、そのひ

「地域住民が力を合わせて、積極的に地域の福祉課

を使って説明を行いました。

た、ふれあいサロンの必要性についてプロジェクター

社会福祉協議会のあり方や福祉委員の活動内容、ま

した。

職員説明として地域福祉課横林史典主事が説明しま

職員説明

記念講演

「 見 直 そ う！ 近 所 力 地 域 力 」 と 題
した記念講演では「三人いてもひと
りひとり考えが違うのだから、地域
のそれぞれの人の考えが違って当た
り前、しっかり地域でコミュニケー
ションを図りましょう」等講話があ
りました。
また、多田先生は「殿さまキング
ス」として二十三年間活動され、懐
かしの「なみだの操」を歌われ、会
場の参加者も
昔を思い出し
手拍子をしな
がら一緒に歌

寿会（成羽町） 樋口

フサ江 さん

定子 さん

樋口さんは、平成二十年から、ふれあい
サ ロ ン 活 動 を 行 い、 今 年 で 三 年 目 を 迎 え、
活動内容も充実してきており、現在は、会
員六十一人でとんど祭りや運動会などの季
節の行事や健康相談などを行っていますと
発表しました。
また、
会員の方から「ここで習った体操をずっとしているよ」
、「こ
の前はとても楽しかった。今度はいつやるの」
などの声をいただき、
今後の活動への励みとなり、これからも会員が楽しく参加できる会
にしていきたいとサロン活動への意欲を語られました。

あすなろ会（有漢町） 荒田

勝子 さん

荒田さんは、高齢者の閉じこもり防止や
地域の伝統行事を通じての世代間の交流を
目的として活動し、会員は五十二人で、地
域の方々がより集っていただけるような行
事を計画し、高齢者から子どもまで広く参
加の呼び掛けを行っていますと発表しまし
た。
また、地域の伝統文化継承のため、普段接することが少ない世代
間での交流を図るためにも三世代交流を行っており、今後も地域全
体でより多くの人との関わりを持っていきたいとサロン活動の意欲
を語られました。

北方カラオケ同好会（備中町） 田村

田村さんは、平成二十一年九月よりふれ
あいサロンとして活動を行い、活動内容は、
月二回のカラオケ・手工芸教室と、地域の
季節行事への参加や食事会・研修会を実施、
また週一回町内会の六五歳以上の一人暮ら
し・障害者の方々への安否確認を兼ねて声
掛けも行っていますと発表しました。

また、この活動により地域のコミュニケーションが少しずつ充実
しており、参加者同士が情報交換することで、少しでも悩みや不安
が解消され、生きがいづくりに繋がっているとサロン活動の重要性
を語られました。
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い、おおいに
盛り上がりま
した。

プロジェクターでわかりやすく説明しました

住み慣れた家で笑顔で暮らそう！

住み慣れた地域で安心して過ごせる
ますが、一日家をはなれて施設で気軽

介護保険には様々なサービスがあり

福祉用具
貸与

（デイサービス）
訪問看護

ここでは一日の過ごし方を紹介し

デイサービスの一日

で受けられるサービスのことです。

入浴等のお世話や機能訓練を日帰り

が、デイサービスセンターで食事や

要支援、要介護の介護保険認定者

通所介護事業
デ
( イサービス と
)は

介護保険サービスの紹介
ことができ、介護が必要になっても在
に楽しめる通所介護事業（デイサービ

居宅療養
介護指導

❷健康チェック

利用者の健康が第一ですので、ま

ず始めに血圧、体温、脈拍を測定し

たり、健康状態を確認します。

❸入浴

身体状況に応じて車椅子での入浴

が可能です。川上デイサービスには

新しい特殊浴槽が設置されました。
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宅での生活をより豊かにしていただく

通所
介護事業

ス）を紹介します。

訪問介護
（ホームヘルプ）

ため、介護保険サービスがあります。

通所
リハビリ
テーション
住宅
改修費
支援

その日の健康状態をチェックします

川上デイサービスのお風呂
（特殊浴槽）のようす

訪問入浴
訪問
リハビリ
テーション

特定福祉
用具販売
短期
療養介護
短期
入所生活

ます。

❶送迎

までの送迎を行います。

ご自宅からデイサービスセンター

安心安全を心がけています

第 35 号
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❸入浴のつ づ き

❺機能訓練・
レクリエーション

介護保険サービスが
利用できるまでの流れ
❶ 介 護 保 険 の 申 請 を 行 い ま す。
申請窓口は、高梁市役所介護
保険課又は各
地域局、在宅

申請書
ービス
居宅サ
出書
計画届
介護保険証

介護支援セン
ター等です。

❷介護保険証を
受け取った人
は、市役所へ
サービスを受
けるための届
出をします。

❸介護サービス
を受ける内容
をケアマネー
ジャーと相談
して決めま
す。

❹介護サービス
が利用できま
す。

市内には各所にデイサービスセン

ターがあり、それぞれのセンターで

は特色あるメニューによりサービス

を受けることができます。

これらのデイサービスのご利用

は、担当ケアマネージャーにご相談

ください。

本市社会福祉協議会でも地域の状

況に対応したデイサービスを川上デ

イサービス、備中デイサービス、巨

瀬デイサービスの三箇所で行ってい

ますので、その地域でご活用いただ

き楽しいひと時をお過ごしくださ

い。

お問い合わせは

◎介護保険課

☎２２

７２４ ４

◎川上デイサービスセンター

☎４８

９７７０

◎備中デイサービスセンター

☎４５

３１３１

◎巨瀬デイサービスセンター

☎２５

００３７
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備中デイサービスには、寝たまま

利用者の身体や健康状態に合わせ
た運動を行います。
また職員が考えたレクリエーショ
ンで身体機能の低下を防ぎます。皆
さんとてもいい笑顔で、一日楽しく
過ごすことができます。

みんなでデイサービスへ
でかけよう !!

で入浴できる特殊浴槽があります。
なお、巨瀬デーサービスには入浴
がありません。

❹昼食

みんなでクリスマスツリーに
飾りつけをしました
カードゲームで楽しみました

備中デイサービスのお風呂
（特殊浴槽）のようす
みんなで楽しく食事をしています

食べやすくておいしい食事を手作
りで提供します。

−

−

−

−
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高梁

風ぐるまフェスタで赤い羽根募金

有漢

ビリヤード大会の開催

成羽

歳末チャリティバザーの開催

成羽

十 二 月 五 日、 成 羽 総 合 福 祉 セ ン

グラウンドゴルフ大会の開催

十一月五日、成羽町ミニスポーツ

ターで、歳末チャリティバザー実行

歳末チャリティバザー実行委員会

十月三十一日、有漢地域局周辺で

センターで第十九回成羽地域老人ク

委員会による歳末チャリティバザー

成羽地域老人クラブ

十一月十七
開催された風ぐるまふるさとフェス

ラブビリヤード大会が開催されまし

有漢地区社会福祉協議会

日、神原スポ
タ２０１０に、有漢地区社会福祉協

高梁市老人クラブ連合会

ーツ公園多目

が開催されました。

この歳末チャリティバザーは、地

た。

域で明るいお正月を迎えていただけ

議会では赤い羽根共同募金のイベン

同大会は、会員間のコミュニケー

るよう、毎年この時期に開催されて

的広場で第五

ションを図るとともに、高齢者の生

おり、バザー品については愛育委員

ト募金を行いました。

きがいづくりを目的として毎年開催

回高梁市高齢

されています。

この日の参加者は九人で、和気あ

当 日 は、 午 後 か ら 雨 が 降 り 始 め、
あいにくの天気となりましたが、大
会場では、有漢地区社会福祉協議

いあいとした雰囲気の中、日頃の練

者グラウンド
ゴルフ大会が

勢の来場者がありました。
会の役員が、来場者に募金の呼び掛

習の成果を発揮してプレーが展開さ

絶好のグラウンドゴルフ日和。スコ

競技前、参加者の一人は「今日は

へ 募 金 さ れ、

同募金委員会

金は高梁市共

今回の収益

続けた

ために

健康の

今後も

みです。

の熱気であふれ、たくさんあった品

を訪れ、開会と同時に会場は来場者

この日は、約三百人の方々が会場

協力により寄せられています。

や福祉委員、民生委員児童委員のご

開催されまし
同 大 会 は、

けにあわせて、コーヒーとお菓子の

れました。

た。
会員の健康保

セットを販売しました。

持と参加者同士の親睦、また生きが

年の白木克己さん（九十四歳）は「ビ

参加者の中で、ビリヤード歴十五

るまフェスタは、地域の皆さんの力

リヤードは室内で出来るスポーツで

毎年開催されています、この風ぐ
によって運営されており、共同募金

あり、足が悪くても大丈夫！仲間と

いの高揚を図ることを目的として毎
この日は、さわやかな秋晴れの天

運動においても、大勢の方々の善意

年この時期に開催されています。
候のもと、参加した老人クラブ会員

の交流

アも大事だが、楽しみながらプレー

この善意の心

い」と

物も次々と売れ、盛況のうちに終わ

が楽し

と協力により支えられ活動を行って

したい」と意気込みを語っていまし

が、来年、高

話され

ることができました。

います。

総勢百四十人は、八ホールを三コー

た。

梁の福祉のま

ていま

スまわり、合計スコアで競い合いま

また、競技中、ホールインワンが

ちづくりへ活

した。

した。

出る度にグラウンド全体から歓声が

用されます。

区社会福祉協議会ヘ寄付されました。

なお、この売上収益金は、成羽地
あがり、今年も大変盛り上がった大
会となりました。
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成羽

備中

備中

高梁

十一月十三日、高梁長寿会が秋の

秋の清掃活動実施

十二月二十四日、備中デイサービ

清掃活動を実施しました。この日は

清掃ボランティア来訪

十二月六日、備

スセンターに高梁市立備中中学校生

早朝より、約五十人の会員達が参加

宇治地区社協へ視察研修

十一月十二日、グループホームさ
中地区社会福祉協

徒六十人の清掃ボランティアの訪問

し、高梁中央公園内と紺屋川周辺の

布寄小学校児童と交流

さゆり苑へ高梁市立布寄小学校児童
議会の委員九人は、

がありました。

高梁長寿会

七人の訪問がありました。
宇治総合会館を訪

この清掃ボランティアは、施設利

備中デイサービスセンター

毎年この時期に、苑周辺の落ち葉
れ、宇治地区社会

用者の方々に新しい年を気持ちよく

備中地区社会福祉協議会

掃 き 清 掃 と 交 流 会 が 行 わ れ て お り、
福祉協議会の視察

迎えていただけるように、毎年十二

グループホームささゆり苑

入居者達は児童との心のふれあいを
研修を行いました。

約 一 時 間 後、 そ れ ぞ れ の 場 所 に

した。

二班に分かれての清掃活動となりま

楽しみにしています。

は、色鮮やかな落ち葉等でいっぱい

になったビニール袋がたくさんでき

月に行っています。

祉協議会では、幼稚園・小学校の環

ました。

この日、入居者達は児童の歌や演
劇を楽しんだり、一緒におやつを食

境整備、配食、ミニデイサービス事

宇治地区社会福

べたりしてみんな笑顔で楽しいひと

手塚幸恵会長は「こういった地道

業等、ボランティア活動に力を入れ

な活動が、高梁のまちをよくしてい

「 宇 治 で は、 み ん な 元 気 で 安 心 し て

した。

なんですよ」と笑顔で話されていま

る。私たちのような裏方の力も必要

暮せる地域づくりを目指して、地域

同会では毎年三回、清掃活動を実

宇治地区社協の川崎会長からは

て取り組んでいます。

ときを過ごしました。
また、児童から学校で栽培したさ
つまいもや菊のプレゼントがありま
プレゼントされた菊はホールや中

住民が一体となってボランティア活

した。
庭に置いて、観賞して楽しみ、さつ

施しており、公園でみんな楽しく安

しい景観

動を積極的に行っています」と説明

この日は、施設の窓拭きや網戸清

を見ても

まいもは

今回参加した備中地区社協の委員

掃、車両の洗車やワックス掛け等の

らえるこ

心して遊べたり紺屋川周辺のすばら
緒に調理

は「高齢者から子供たちまでを含め

清掃と、利用者の方と一緒に、クリ

とを願っ

がありました。
して、さ

た宇治の活動について、今後、備中

スマスツリーの片付けや手工芸のお

職員と一

さゆり苑

でも参考にしたい」と話されていま

活動を展

の食卓に

寒風吹きぬける中、
一生懸命ボラン

開してい

て会員全
この日は意見交換も行われ、お互

ティア活動に取り組む姿に、利用者

ます。

年玉袋を作りふれあい活動も行いま
いの地域での活動を知ることができ、

は
「寒いのにありがとう。とてもきれ

した。
居者達は

また委員同士の親睦も図れ、両地区

いになった」と感謝を述べられました。

並び、入
おいしく

社協にとって大変有意義な一日とな

員が清掃
いただき

りました。

した。

ました。
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平成 22 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

この度、ご協力いただいた企業名、商店名を掲載いたします。ご協力ありがとうございました。

宗教法人 蓮華寺
㈱赤木組
㈲正寺運輸
㈲秋岡商店
ストアーササキ
朝日堂
住まいるネット高梁落合橋店
イーグル工業㈱岡山事業場
㈲須山商店
㈲石井洋品店
㈲千崎建設
伊藤食品㈲
㈱総合技術サービス
（医）
梁風会 高梁病院
㈱タイガーマシン 製作所
植木建設㈲
㈱ダイラボ
㈱魚省本店
㈾大良建設工業社
㈲有漢工業所
㈲ウカンファーマーズファクトリー 高梁運輸㈲
㈲高梁産業資材
有漢郵便局
㈲高梁マイカーセンター
㈲馬山商会
滝口建設工業㈱
㈱エンシュードー紙器
㈲竹浪商店
㈱円仏産業
㈱田中紙店
大月衛生堂薬局
谷村鉄工㈲
㈲大月産業
㈲土田産業
㈱大月本店
㈱津々製作所
㈲ オールスズキ販売
天亀堂
岡山イーグル㈱
東西クロージング工業㈱
岡山部品㈱
㈲戸田商会
岡山県遊技業協同組合高梁支部
（医）
仲田医院
㈱奥田組
ナカヤマ建設㈱
㈲小野木工所
成羽川生コン㈱
㈲河上建築所
㈲成羽砂利
㈱川崎工業所
縄手商事㈱
上有漢郵便局
西本工業㈱
川上工業㈱
西森電気
㈲川上商店
日軽形材㈱
㈱吉備ケーブルテレビ
ニュー甲子園
㈲小阪商会
㈲ハスイサービス
坂本産業㈱成羽農場
㈲花のれん
㈲佐々木組
㈲原木材工業所
佐藤建設工業㈱
㈱パインツリーゴルフクラブ
㈲島木川
東建設
島自動車㈲
東建設㈲
㈲島田建設

㈲平山電建
備中開発㈱
㈱備北オートセンター
備北興業㈱
㈱備北産業
備北信用金庫 落合支店
備北精工㈱
福場木工所
㈲フジイ
㈲ふじおか建具
藤本歯科医院
ヘアーサロン・エムズ
Hair Make Studio YOU
芳烈酒造㈱
堀金属表面処理工業㈱岡山工場
㈱ホンダカーズ高梁 備中店
マイコー㈱
松本物産㈲
丸五シーエス工業㈱
三原機工㈲
㈲三宅工務店
モランボン
㈱森産業
㈲森十自動車工作所
㈲森田商店
焼肉ヒロミ
㈱柳屋染工場
山本印刷所
㈱山室建設
㈲山脇モータース
㈱夢ファーム有漢
㈲吉岡工業所
吉岡建具店㈲
ランデス㈱
㈲和田組
㈲ワタナベトーヨー住器
（順不同、敬称略）
10月26日〜12月25日現在

福祉施設の作品展示コーナー
巨瀬デイサービスセンター

卯

川上いきいき交流館

備中デイサービスセンター

エコバッグ

つるし柿

フクロウ

障子紙や和紙などの身近な材料で 利用者が使用済みの包装紙や新 和紙に色を塗って利用者と職員 ハギレの布を使って、今年も福
利用者と職員が小さな雪うさぎを 聞を再利用して環境にやさしい が作りました。おいしそうなつ が来るようにかわいいフクロウ
作り、大きなうさぎとなりました。 エコバッグを作りました。
るし柿が出来ました。
を利用者と職員が作りました。
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シルバー会員が身近な所で活躍しています

いつしか古希を過ぎ、昨今の気忙しい時代を

これからはゆっくりとした足どりで迷わず人

迎えて『一喜一憂』しております。

生の路を歩みたい一念です。先人の知恵を授か

りこれを後世に伝承することが私の努めと心新

天災危険補償タイプもあります。H22.4より改訂

芝張り作業
高梁市シルバー人材センター

草刈りやお墓清掃等、依頼が多い夏
場の時期に比べ、どうしても冬場は就
業機会が減少しがちですが、今回はス
ポーツパーク有漢の野球場補助グラウ
ンドの芝張りの受注があり、会員達は
元気に就労しました。
事前に造園業者から説明を受けた作
業手順により、施肥作業としての鶏糞
まきや芝生の植え付け、散水等を行い
ました。

たに決意しています。
皆様と共に今年も元気で頑張ります。

新年明けましておめでとうございます。

今年も健康第一で、活動が行えるよう、また、
家内安全で過ごせればと思います。

今後もお互い助け合う共助の気持ちで頑張り
たいと思います。

高梁市社会福祉協議会

会員達の頑張りで、わずか四日間で
約六千平方メートルの土のグラウンド
が、内野グラウンドを除いてすべて高
麗芝の美しいグラウンドへ生まれ変り
ました。
芝生保護のため当面はグラウンドの
使用はできませんが、暖かな季節を迎
える春頃に
は一面に鮮
やかな緑が
広がり、利
用者の皆さ
んが元気い
っぱいプレ
ーしている
姿をご覧い
ただけるで
しょう。
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有漢支所☎57-3218
川上支所☎48-9770
まで

本
所☎22-7243
成羽支所☎42-2005
備中支所☎45-3131

お問合せやご相談は・・・

安心を支えます

Ｂプラン……420円

掛金：Ａプラン……280円

（備中町）
（川面町）

天災タイプでは
地震・噴火・津波
によるけがもOK

ボランティア自身の
食中毒・熱中症
特定感染症もOK

活動場所と自宅
との往復途上の
事故も補償

平木宗夫さん

藤本隆志さん

ケガのための
入院を
事故の日から
180日まで補償

ボランティア活動中のケガや賠償事故を幅広く補償！

監事

川面地区福祉委員連絡会
副会長

有漢

2011年 社 協 年 男 年 女

本市社会福祉協議会と関わりのある次の方は、今年の干支「卯」年生まれです。
新しい年を迎え、今年一年の抱負を語っていただきました。

第 35 号
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平成 二 十 二 年度
会費のお願いについて

平成二十二年度賛助会費につい

て、多くの方からご理解・ご賛同

を賜り、十一月末現在で七百五十

八万四千円のご協力をいただいて

います。

皆さまからいただきました貴重

な浄財は、高梁市の地域福祉推進

のため、ふれあいサロン活動やボ

ランティアセンター活動等の事業

へ活用させていただきます。

平成 22 年度

また、引き続き賛助会員へご賛

高梁市民
1 口 1,000 円
市内の法人（事業所を含む）
1 口 3,000 円
○ふるさと会員 市外居住者
1 口 3,000 円
○特別会員
特別な協力者 1 口 5,000 円

同いただける方を募っておりま

す。

本市社会福

祉協議会は皆

さまと共に

「ささえあい・

たすけあい」

による地域福

祉の維持・充

実を図ってま

いります。

何卒ご協力

いただきます

ようよろしく

お願いいたし

ます。

○普通会員
○法人会員

社協賛助会費にご協力いただいた法人

この度、ご協力いただいた法人名、企業名を掲載いたします。ご協力ありがとうございました。

合資会社麻田百貨店

有限会社川松組

有限会社明光社

株式会社郁文社印刷

有限会社光土水

有限会社山田薬局

石井乳業有限会社

財団法人中国電気保安協会高梁支所

有限会社太田商会

有限会社東平建設

平成 22 年度
種 別
担当相談員
区分
福祉総合相談
常任
高齢者
高梁本所
相談員
サービス相談

心配ごと
相談

身体障害者
相談

心配ごと
相談員

有漢支所
成羽支所
川上支所
備中支所

10月16日〜12月15日現在

ふれあい相談と援助

2月
14 日、28 日
（月）
2 日、9 日、16 日、23 日
（水）
高梁総合福祉センター
10 日、24 日
（木）
4 日、18 日
（金）
高梁総合福祉センター
16 日
（水） 有漢ふれあいセンター
25 日
（金） 成羽総合福祉センター

高梁本所

（順不同、敬称略）

3月
14 日、28 日
（月）
2 日、9 日、16 日、23 日、30 日
（水）
高梁総合福祉センター
10 日、24 日
（木）
4 日、18 日
（金）
高梁総合福祉センター
16 日
（水） 有漢保健センター
25 日
（金） 中生活改善センター
22 日
（火） 川上保健センター

16 日
（水） 備中高齢者生活福祉センター

身体障害者
高梁本所
相談員

3日
（木） 高梁総合福祉センター

3日
（木） 高梁総合福祉センター

☆相談予約・問い合わせ
☆相談時間

高梁本所 ☎ 22-7243 有漢支所 ☎ 57-3218 成羽支所 ☎ 42-2005
川上支所 ☎ 48-9770 備中支所 ☎ 45-3131
10:00 〜 15:00 ※プライバシーは完全に守ります。お気軽にどうぞ。

お知 ふれあい相談
らせ が変ります

平成 23 年４月よりふれあい相談の開催については、次のとおりとな
ります。開催場所が高梁総合福祉センターになり各支所での定例開催は
実施いたしませんが、随時各事務所で相談に応じます。また、開催日時
等は『ふれあい福祉』でお知らせしますので、よろしくお願いいたします。

平成23年３月まで

平成23年４月から

福祉総合相談……………月６回
高齢者サービス相談
心配ごと相談…………月８回
身障相談………………月１回
開催場所：高梁総合福祉センター他

福祉総合相談……………月１回
高齢者サービス相談
身障相談………………月１回
開催場所：高梁総合福祉センター

変更
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お問い合せ
高梁本所
有漢支所
成羽支所
川上支所
備中支所

☎22−7243
☎57−3218
☎42−2005
☎48−9770
☎45−3131

ふれあい福祉
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【香典・玉串料・御花料返し】 金一封 落合町 太田
清 《川面地区》
《宇治地区》
《高梁支会》
金一封 千葉県 長谷川 章
（故・ユキヨ様） 金一封 川面町 湯浅
誠
金一封 岡山市 石井 岩太
金一封 川面町 金森 泰一
（故・政枝様）
（故・利雄様）
金一封 宇治町 小坂 敏弘
（故・玉江様）
（故・ヒサコ様） 金一封 川面町 藤井
弘
金一封 川面町 家近 たづ
金一封 落合町 太田久美子
（故・利子様）
（故・ツルコ様）
（故・厚己様）
（故・市川 シヅエ様） 金一封 川面町 森野 勝志 《松原地区》
  
金一封 津川町 横本
金一封 落合町 平松 敏郎
豊
（故・知恵子様） 金一封 松原町 陰永
幸
（故・江梨奈様）
（故・敏子様） 金一封 倉敷市 久田見隆範
（故・美善様）
金一封 川面町 湯浅
五万円 川面町 松森 久子
誠
（故・幸子様） 金一封 松原町 近藤 祐造
（故・政枝様）
（故・伊達 哲
（故・東 林一様）
  夫様） 金一封 川面町 藤井 健治
金一封 千葉県 長谷川 章
金一封 落合町 川上 喜一
（故・博美様） 金一封 松原町 山崎光太郎
（故・利雄様）
（故・敏子様） 《巨瀬地区》
（故・喜與子様）
金一封 巨瀬町 長谷川卓夫 《落合地区》
金一封 川面町 藤井
金一封 中井町 片山
弘
照
（故・利子様）
（故・金子様）
（故・まさ様） 金一封 落合町 松尾 行治
金一封 松原町 近藤 祐造
金一封 中井町 大西
金一封 巨瀬町 清水
孝
明
（故・好登恵様）
（故・東 林
（故・鼎様）
（故・はるよ様） 金一封 落合町 川上 喜一
  一様）
金一封 津川町 山崎 祥士
金一封 南 町 大月 信美
金一封 巨瀬町 藤森 克己
（故・敏子様）
（故・敏子様）
（故・修治様）
（故・形夫様） 金一封 落合町 小林 雅智
金一封 津川町 小野雄之進
金一封 下 町 森
金一封 巨瀬町 藤森 美次
和之
（故・虎夫様）
（故・定代様）
（故・賢治様）
（故・カヨ様） 《有漢支会》
金一封 有 漢 畠木
金一封 落合町 立藤
金一封 落合町 小林 雅智
十万円 巨瀬町 岡本
旭
昭
勤
（故・文子様）
（故・虎夫様）
（故・栄様）
（故・律雄様）
金一封 巨瀬町 藤森 美次
金一封 岡山市 石井 裕三
金一封 巨瀬町 村田登志男
金一封 上有漢 大石 正一
（故・カヨ様）
（故・久仁様）
（故・茂子様）
（故・博様）
金一封 鉄砲町 中山
金一封 岡山市 浦田 節夫
金一封 巨瀬町 片山 綱義
金一封 有 漢 梶田 武良
昇
（故・熊夫様）
（故・順藏様）
（故・絹子様）
（故・多美子様）
金一封 川面町 森野 勝志 《津川地区》
金一封 巨瀬町 前岡
金一封 上有漢 河原 丈久
巖
（故・知恵子様） 金一封 津川町 横本
豊
（故・春子様）
（故・生子様）
金一封 宇治町 森田 次男
金一封 有 漢 小林 重信
（故・江梨奈様） 《中井地区》
金一封 中井町 山本裕一郎
（故・栄様） 金一封 津川町 山崎 祥士
（故・利恵様）
金一封 中間町 松本
弘
（故・敏子様）
（故・裕之様） 《成羽支会》
金一封 下 原 安部亥久男
金一封 中井町 大西
（故・千代子様） 金一封 津川町 小野雄之進
孝
金一封 中井町 山本裕一郎
（故・定代様）
（故・鼎様）
（故・亀代子様）
（故・裕之様）
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22年11月〜12月

社会福祉協議会へのご寄付

ありがとうございました。

社会福祉法人高梁市社会福祉協議会へ平成 22 年 11 月と 12 月にいただいたご寄付についてお知ら
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付者の意向によって掲載しています。
（敬称は略させていただきます。）

金一封 下日名 佐藤 公一
（故・綾子様）
金一封 成 羽 岩本 幸久
（故・嘉代様）
金一封 下 原 伊藤冨智子
（故・博文様）
金一封 下 原 前田 真志
（故・宏子様）
金一封 上日名 家森 公子
（故・康行様）
金一封 下 原 宗岡
猛
（故・康成様）
金一封 成 羽 清迫 晋二
（故・妙様）
《川上支会》
金一封 上大竹 土田 達己
（故・義男様）
金一封 地 頭 山本 充夫
（故・米子様）
金一封 地 頭 大田 博信
（故・正隆様）
金一封 高 山 三宅 雅子
（故・迫本 博
  志様）
金一封 仁 賀 松本 武文
（故・清子様）
金一封 高 山 高野 里子
（故・禛弘様）
金一封 上大竹 下川 廣行
（故・千歳様）
《備中支会》
金一封 東油野 昌谷 昭治
（故・壽惠様）
金一封 東油野 二五垰 茂
（故・秀代様）

の操』も披露され、笑いあり

涙ありの約一時間「こころが

あったかくなる」講演に会場

全体がひとつになったように

感じました。

翌日、市民の方から「昨日

の講演は本当によかった」や

時間があっという間だった」

「とっても楽しかったので一

等、感謝の言葉を掛けていた

だきました。

また、そうべい先生も帰り

際、
「 高 梁 の 人 た ち は、 福 祉

一九九〇年、家族のご不幸

んでいただいて感謝していま

た。こちらこそ（高梁へ）呼

な考えを持っているのは当

違うのだから、地域でも色ん

を大切にしていきたいと思っ

続きこのコミュニケーション

本市社会福祉協議会は、引き

『コミュニケーション』です。

この広報誌は再生紙を使用しています。

金一封

《備中支会》
金一封 布 賀 内田志磨子
（退院内祝いとして）
金一封 西油野 川上 定夫
（退院内祝いとして）

編 集 後 記

十二月十六日、ふれあい福

祉講座を開催し、講師に多田

そうべい先生をお迎えし、記

多田先生は『殿様キングス』

念講演を行いました。

もあり、その後、「福祉」や「教

先生の言葉も人と人とを繋

す」
とおっしゃっていました。

に関する興味や意欲が高いと

育」に関する内容を全国各地

ぐ大切な『コミュニケーショ

講演をしていて強く感じまし

で講演されており、今回の高

ン』であると感じました。

のギターとボーカルを担当さ

梁講演が九九七回目となりま

れていた方です。

す。

然。その違う考えの人たちと

ています。

人の心と心を繋ぐカギは

どのように付き合っていくか

講演では「家族でも考えが

が大切であり、その手段とし

て『コミュニケーション』が

大切」と話されていました。

結局

ま た、「 遠 く に い て も 近 い

人近くにいても遠い人

心のつながりなんだなあ」と

いう言葉が特に印象的でした。

最後に大ヒット曲『なみだ
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金一封
金一封
金一封
金一封
金一封

實
名

（全国社会福祉協議会会長表彰受賞のお礼として）

金一封

金一封 地 頭 塚下イチヱ
（退院内祝いとして）
金一封 仁 賀 三宅 澄子
（退院内祝いとして）
地 頭 森下 昌昭

（ほのぼの荘退居に伴うお礼として）

《有漢支会》
金一封 上有漢 岩原
昇
（退院内祝いとして）
金一封 上有漢 坂上
毅
（退院内祝いとして）
金一封 有 漢 徳田うめ乃
（退院内祝いとして）
金一封 上有漢 石森 寛一
（退院内祝いとして）
金一封 有 漢 木本 満忠
（退院内祝いとして）
金一封 有 漢 上田 妙子
（退院内祝いとして）
《成羽支会》
金一封 下 原 那須 亀夫
（百歳記念として）
《川上支会》
金一封 上大竹 下川 千歳
（退院内祝いとして）
金一封 三 沢 三村 幸郎
（退院内祝いとして）
金一封 成羽町 田中 暉一
田中 数馬

平 川 上本 静子 《松原地区》
（故・博様） 金一封 松原町 平野
實
東油野 屋敷 一政
（瑞宝双光章受章内祝いとして）
（故・時宗様）
布 賀 原田 倫二
（故・富喜子様）
西油野 斉藤 正一
（故・マツヨ様）
広島県 守田 靖正
（故・澤代様）
布 賀 江草 公子
（故・敦郎様）

【一般寄付】
《高梁支会》
金一封 落合町 西平 昭三
（火災見舞いお礼として）
金一封 新 町 山本都久子
松原町 平野

（中央共同募金会会長表彰受賞お礼として）

金一封

匿

（瑞宝双光章受章内祝いとして）

金一封

（社会奉仕として第三一八回、三一九回目）

《巨瀬地区》
金一封 巨瀬町 脾野マサエ
（退院内祝いとして）
《中井地区》
四万円 第 回中井地域町民
チャリティーゴルフ大会
会長 竹田 計市
（ゴルフコンペ参加者等からのチャリティーとして）
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