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P4･･･ 元気報告 ( 高野 )・団体助成案内

　加齢やケガ等により、歩くことが難しくなると、“出かける”ことが少なくなります。
　おでかけ応援隊は、ボランティアの協力により在宅生活に欠かせない通院や買い物、
また社会参加などを応援する生活に寄り添った在宅福祉活動です。

P5･･･ 小地域サロン紹介 ( 庄原・西城 )
P6･･･ よろず相談・おでかけ応援寄付者紹介
　　　日本赤十字社会費募集・広告
P7･･･ 寄付者紹介
P8･･･ 地域のものがたり ( 東城 )･ 広告

"出かけたい"を応援する

おでかけ応援隊



　様々な理由で歩くことが難しくなっても「出かけたい。通院しながら、自宅で暮ら
したい」「外出して、みんなと話がしたい」「子や孫に会いに行きたい」それぞれの願
いを実現させるため、運転ボランティアの協力により、車いすのまま乗降できる福祉
車両で応援する活動です。
　また、ご家族（お知り合い・ご友人）など運転できる方がいる場合は、
福祉車両の貸出を行っています。福祉車両は、普通運転免許で運転
することができます。

　例えば、定年退職された方、主婦や自営
業の方など、「自分にできることなら」と
活動に協力していただいています。現在、
75 名の方々に運転ボランティアとして登
録、活動していただいています。
　年に１回、運転ボランティアを対象に
交通安全や救急法、福祉車両の取り扱いに関する研修会を実施しています。

　お問い合わせは、お近くの各地域センターまでお願いいたします。

　庄原市の補助金と併せ、企業・商店・個人の協力により実施しています
平成 28 年度は、311口（１口 5,000 円）の協力寄付をいただきました。

外出支援事業 おでかけ応援隊

運転ボランティアに
ご協力ください

ご協力いただいた方の店舗・
自宅にこのステッカーを貼っ
ていただいております。

マグネットを貼って、
おでかけ応援隊の車

（福祉車両）が走ります。

利用者の声 　「地域のお祭りに行きたい」その思いか
ら、おでかけ応援隊を利用するようにな
りました。
　今までは、家族の車への乗降にとても
苦労していて、どうしたら良いのか悩んでいたところ、福
祉車両貸出の紹介をしていただきました。おかげで希望
が叶い、今では定期通院にも利用させてもらっています。

自分も家族も乗降の際の負担が減り、楽に移動できるので、病院で測る血圧も落
ち着いています。色々な所に家族で出かけられたらいいなと思っています。
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 庄　原
平和印刷㈱様
㈱サンヒルズ庄原様
くいもの処こと志様
花房電気工務店様
牧原歯科医院様
ひだまりカフェ様
ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ｆａｙ 様
㈲ドライブインミッキー様
広島みどり信用金庫様
セブンイレブン庄原新庄店様
大沢　忠夫様
匿名様
片岡歯科医院様
伍楽荘ボウル様
㈲総建開発様
ワキヤ塗装工業㈲様
セラ百貨店様
㈲ヨシカワ様
㈲庄原衛生工業所様
ひまわり手芸店様
㈱大和建設様
㈲県北商事様
七厘焼きぼちぼち様
伊達　景明様
おもちゃのハラ様
近藤　良人様
ＮＳ ウエスト㈱様
中国新聞庄原販売所様
クリーンコンサルタント㈲様
Hana hair 様
㈱細川青果様
㈱ユーナス様
庄原スマイル薬局様
庄原センター薬局様
スマイル薬局板橋店様
㈲荒木電工様
㈲小池書店様
トキワ自動車㈱様
㈱プランニングケイ広島様
㈱和泉光和堂様
庄原市総合サービス㈱様
キッチン北川様
お好み焼きコバヤシ様
高北民生委員児童委員協議会様
セブンイレブン庄原インター店様
年輪の会様
金光商店様
オッペン化粧品㈱様
㈲永宗組様
ＳＰＲＩＮG　ＨOMＥ 様
カラオケ喫茶 OＺ 様
㈲タカハシ包装様
庄原酒販㈲様
シンセイアート㈱様
たから屋様
セブンイレブン庄原板橋町店様
庄原市総合交流拠点施設出店者連絡会様
㈲はなや様
㈱西田商店様
ひがし呉服店様
福軸商工㈱様
㈲フイッシングショップぬまた様
㈱グリーンウインズさとやま様
いさ味 ＩＳＡMＩ様
㈱長岡本社様
zａkkａ＆cａfé 生活や様

quａ　felice　hａir＆mａke 様
セブンイレブン庄原西本町店様
㈲光永様
国際ソロプチミスト庄原様
㈲今岡工務店様
㈱広島マツダ庄原店様
田邉　昭代様
四水　薫様
サロンド・メイプル様
すずらん歯科クリニック様
㈲中元精肉店様
村田　将様
ダイハツ広島販売㈱庄原店様
かつら動物病院様
つむら動物病院様
匿名様
㈱マルサン様
岡動物病院様
八谷歯科クリニック様
ラーメンギョーザ風龍様
高橋歯科医院様
佐々木歯科医院様
匿名様
匿名様
おおかど歯科医院様
匿名様
㈱チューゲイ様
匿名様
セブンイレブン庄原山内店様
香面堂様
チェリー美容室様
毛利内科胃腸科医院様
シグマ塾様

 西　城
リラックスルーム中村様
カーショップ・伊藤様
第12回カーショップ・伊藤杯釣り大会参加者一同様
藤田自動車工業㈲様

 東　城
瀬尾医院様
㈲マエダオート様
川村　純義様
匿名様
どいメガネ時計店様
アカシア薬局　東城店様
寺岡車輌㈱様
マックスコーポレーション㈲様
東城キリスト教会様
エディオン 東城店様
介護老人保健施設こぶしの里様
中国新聞東城販売所様
明光自動車工業㈱様
なかよしメガネ様
菊谷菓子店様
吉兆プラスハート様
㈱富士セメント工業廠様
良ちゃん寿し様
延城堂様
ワカバヤシ進物店様
㈱ニュー東城様
24時間テレビ東城実行委員会様
㈲越智タンス店様
タナベ種苗㈱様
ツチハシ三誠堂様

田口石油興業㈱様
ヒバ食品㈱様
㈲白岩商店様
㈲金本商店様
㈲佐々木自動車様
高尾運送㈱様
㈲福永電機タイヤ様
旭テクノ工業㈱様
㈱スターパック様
高瀬産業㈱様
ヤマモトロックマシン㈱様
ポプラ東城川東店様
㈲カーショップ東城様
㈲吉川薬局様
㈱トーエイ様
横山歯科医院様
共立製薬㈱広島工場様
ヘアーサロン タナベ様
ヘアーサロン コヤマ様
㈱斉藤組様
中国料理　北京様
㈲三上薬品様
日伝医院様
名越製麺㈲様
㈱清水商店様
広島ガス住設㈱様
味処　赤とんぼ様
ちとせ洋品店様
㈲森永クリーニング様
ウィー東城店様
㈲池田モータース様
三上クリニック様
日東粉化工業㈱東城工場様
生熊歯科様
山形建設㈱様
㈱今谷商店様
ハートアンドギフトなごし様
大和進物㈲様
㈱酒井学瓦店様
㈱川崎屋様
㈱後藤商店様
㈱三城瓦興業様
中国住建㈱様
中友会様
細川歯科医院様
東城病院様
グリーンショップ横山㈱様
横山クリーニング様
細川医院様
児玉電気管理事務所様
宮田建設㈱様
カットルーム・オクダ様

 口　和
匿名様
細川　忠信様
男組（草刈り）様
横田　三郎様
三吉商店様
お食事処かがわ様
上田　正之様
原　四朗様
原　時子様
ファミリーショップあかぎ様
㈲くちわ様
㈱岩滝モータース様
谷本酒店様

口和歯科診療所様
㈲セルダムコーポレーション様
庄原市口和診療所様
あすか薬局　口和店様
㈱新葬祭くちわ様
進物・酒類・衣料・インテリア かじおか様
㈲くちわ葬祭様
立花屋様
モーモーあいすらんど様
為田　轟様
国原医院様
あんず薬局様
くちわ自動車様
永田ふれあい自治会様
幹戸電機様

 高　野
新山　伸治様
テラサン商事　寺岡 徳雄様
ブーケの会様

 比　和
テラサン商事様
匿名様
藤岡工業様
實延　卓爾様
保護司会比和支部様
南場　賢治様
森山理容院様
乙女会様
橋本接骨院様
匿名様
㈲比和自動車様
比和町女性連絡協議会様
匿名様

 総　領
勢村　守様
奥　孝之様
匿名様
奥　守様
澤　啓二様
匿名様
匿名様
立石　澪子様
仲重食堂様
匿名様
澤　理髪店様
陶山　美代治様
水穴　幸子様
牧　惣林様
元重モータース様
石原　行雄様
前田　一二様
㈱里山総領様
匿名様
籔木　安仲様
山中　香代子様
㈲横山甘泉堂様
㈲吉野建設様
今田　弘實様
宗兼　角夫様
岡　保憲様
匿名様
隅井　幹男様

寄付協力のお礼 おでかけ応援隊活動に協力寄付をいただき、ありがとうございました。

　平成28年度に寄付をいただいた皆さまです。　　　　　　　 受付順に記載しています。

この活動をとおして、たくさんの人がつながり、たくさんの笑顔が生まれました。また、たくさんの悩みや不安が解消
されました。引き続き、ご無理のない範囲でおでかけ応援隊の理解者・応援者としてご支援いただければ幸いです。
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高野地域センター 元気報告

　市からの受託事業として、男性いきいき講座 ( 男性料理教室 ) を毎月１回開催し、
料理を通して地域や世代を超えた仲間づくりを進めています。
　高齢男性の方々が、身近な食材を使い、ひと工夫を加えたメニューで、自分ででき
る料理を楽しみ、それが更に自立した生活を維持して、認知症の予防につなげる等、
目的に続けています。
　現在は 10 名のメンバーです。年代は様々で「世代の違う者が集まって一緒に話が
出来る」「みんなで作って一緒に食べるご飯は賑やかで美味しいの～」など、喜びの
声が聞かれます。
　昨年は、皆さんから会に名前を付けよう！と「あすなろ料理教室」と名付けました。
　3 月に開催した“支えあいのつどい”の際は、手作りクッキーを焼いて、皆さんに
お披露目しました。
　そして、昨年はテーブルマナー教室を開催。全員少し緊張気味に楽しく研修しまし
た。徐々に腕前も上がり、メニューも増えて２月には恵方巻
きを作り、大変好評でした。
　農繁期は、日程調整が難しい時もありますが、男性の集え
る場！何より元気を持って帰れることが一番！と話されます。
　高齢男性の皆さん！ぜひ、一緒に美味しい“料理”と“話”
で元気で長生きをめざしましょう。

　

わが町 イケメンズ   ～"あすなろ"男性料理教室～

●助 成 額　　１事業（1 団体）につき、総事業費の２/3 までとし、上限を
３万円とします。 （ただし、飲食代は除きます）

●受付期間　　平成 29 年 4 月～平成 29 年 9 月 30 日（土）まで

●申請方法　　事前にお問い合わせいただき、所定の申請用紙でお申し込み
ください。（申請の際は、会則または総会資料を添付ください）

　
●お問合せ　　総合センター 地域福祉課（72-7120）または各地域センターまで

　庄原市社会福祉協議会では、『赤い羽根共同募金』を財源に、地域の福祉課題の解
決に向けた啓発活動、ボランティア活動、交流事業などに取り組む、地域の団体や民
間福祉団体、グループなどの活動を応援します。

地域や団体の福祉活動応援事業
市民活動・おたがいさま活動を応援します !!

助成金のご案内
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　サロン中原（庄原・七塚東）

　亀崎なかよしサロン（西城）

●活動を始めたきっかけ
　「常会内でお互いの気持ちを聞く機会をも
ち、雑談を大切にする風土をつくろう」と、
歩いて集まれる場所で寄り合いを開くこと
を決め、平成 22 年、七塚東自治会の中原
班にサロンを立ち上げました。
　６年経った現在では、毎月互いに顔を合
わせることで、心配ごとの相談や、気に掛
け合う風土や関係が根付いてきました。

●サロンのイチオシ
　出前講座やお花見会、災害時の備えや避難方法、年配の方に組内のことを聞く機会
を持つ等様々な取組を行い、多くの方が参加出来る様に工夫しています。シルバーリ
ハビリ体操も積極的に取り入れることで、個々の健康に対する意識の向上、体力維持
を行い、介護予防に努めています。これからも地域の繋がりを大切に、皆で支え合い、
助け合い、安心して暮らせる一助になればと思っています。まだ立ち上がったばかり
のサロンですが、今後も地域の憩いの場となるよう、みなさんと会話を重ねながら、
ゆっくり育てていきたいと思っています。

●活動を始めたきっかけ
　常会に参加する年代とは別に、一人暮ら
しの方や日中１人になる方が、昼間にゆっ
くり話をする場があればいいと、平成 26
年 10 月サロンを立ち上げました。
　毎月１回、特にする事を決めずに「おしゃ
べり」を目的に集まっています。

●サロンのイチオシ
　昔からの地の人が少なく、それぞれ他所から集まった世帯の多い常会ですが、みん
な温厚な性格で、もめ事が少なく、日頃から地域の中での見守りや気にかけあいが出
来ています。
　昨年からは、若い世話人が加わり、歌やちょっとした体操を取り入れながら、にぎ
やかな楽しい時間を過ごしています。最近、昔作った「亀崎讃歌」の歌詞が見つかり
ました。サロンの曲として復活出来れば、おしゃべりも弾み、地域のつながりもさら
に深くなると思います。

～いろんな地域のサロン活動をご紹介します～

わたしの地
ま

域
ち

の小地域サロン
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　相談は無料で、24 時間 365 日職員が
対応しています。なお、夜間から早朝（緊
急時等）は、下記の専用電話にご連絡い
ただくと担当者に取り次ぎます。

　　　  ☎０８０ｰ５２３９ｰ４０８５

●法律相談（弁護士相談）
※予約制でお一人の相談時間は 30 分以内です。
日時：６月２日（金）12：45 ～ 15：45　
場所：庄原市ふれあいセンター
　　　（庄原市西本町四丁目 5－26）
相談内容：賃貸に関するトラブル、交通事故、相続、

離婚、借金問題、消費者トラブルなど
●司法書士相談
※予約制でお一人の相談時間は 45 分以内です。
日時：６月 21 日（水）13：00 ～ 16：00　
場所：庄原市ふれあいセンター
　　　（庄原市西本町四丁目 5-26）
相談内容：不動産の名義変更、相続登記・遺言、

借金の整理、成年後見、会社の登記、
簡易裁判所訴訟代理など

その他の相談にも応じています。お近くの各地域
センターまでお問い合せください。

緊急時等
専用電話

地域福祉課 ☎ （0８24）７2－７120

よ ろ ず 相 談 の ご 案 内

  庄原地域
花好電気工務店様 / 松本憲由様 / 平和印刷㈱様（2 口）
くいもの処こと志様 / ㈱サンヒルズ庄原様

  西城地域
リラックスルーム中村様

  東城地域
川村純義様

  口和地域
寺内哲子様 / 細川忠信様 / 手づくり工房 アーミッシュ様

  比和地域
長谷　誠様

  総領地域
立石澪子様（3 口）/ 風越一夫様 / 匿名様 / 前田勝子様

　ご協力いただいた皆さま、ありがとうございます。

外出支援事業 おでかけ応援隊
４月1日から４月30日までの間に、

ご協力いただいた皆さまです。

広島弁護士会所属（弁護士登録番号47310）

三浦益隆法律事務所

https://www.miuramitsutaka-law-office.com/

弁護士　三 浦  益 隆

〒727‐0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣　レッツ様2階 ☎０８２４ｰ７４ｰ６３１０

■ 離婚・相続などのご家庭の問題
■ 交通事故・近隣トラブルなどの事故対応

■ 債権回収・契約書チェックなどの企業様の法務
■ その他法律業務全般・訴訟代理

業務内容

　日本赤十字社では、災害救護活動をはじめ、国際
救護、医療事業、血液事業、青少年赤十字、赤十字
奉仕団の育成、救急法などの講習会等の事業を幅広
く行っています。
　これらの事業を支えているのは、市民のみなさま
から寄せられた支援 ( 会費・寄付金 ) によるものです。こころより感謝申しあげます。

平成29年度　日本赤十字社　会費募集



シンセイアート株式会社
平成29年5月20日

　私は、地元の高校を卒業と同時に故郷を離れ、転勤生活のある仕事を４０年間送り、３年前に
東城に帰りました。その間、母は、長い間ひとりで暮らしておりましたので、地域の方や組内の方
には大変お世話になっていたと思います。そこで、今までお世話になった恩返しにと、地域の
色々な役を引き受けやり始めたものの、様々な課題に直面し、そのたびに、今までされていた方
の大変さを実感しています。　
　私が住んでいる地域は3つの組内、14世帯の総勢２４名で、みんなが顔見知りで身内みたい
なものです。私はこの地域が大好きですが、この中で若者と言っても６０歳。これから先のこと
は、正直考えたくありません。とにかく「やれる者が助け合ってやる」という気持ちで、やっていこ
うと思っています。
　昨年の７月からは、東城自治振興区の地域マネージャーとして「お隣さん運動」を担当してお
ります。この運動は東城の素晴らしい文化の一つである「人情深さ」を活かし、地域で高齢者の
方などを見守り、支えあう「互助」の取り組みです。かつての「向こう三軒両隣」といった近隣関
係を再構築し、皆が安心・安全に暮らすことのできる地域づくりに貢献できるよう、頑張りたいと
思っています。

●レポーター名　東城町にお住まいの　内田　 亘 さん

地域に恩返しを

業務のご案内業務のご案内
●不動産の名義変更
●相続登記・遺言
●借金の整理

●成年後見
●会社の登記
●簡易裁判所訴訟代理等

（訴訟代理権認定第524014号）（司法書士登録番号828号）

詳しくはホームページに記載しています。
庄原　司法書士 検索

広島北部司法事務所
新住所 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目8番16号  TEL0824-72-2315（要予約）

平成２９年４月１日より庄原市役所前に事務所移転しました。

広島県庄原市東本町 2-8-23　TEL0824-72-0561

イーわよ　　プロパン

0120ｰ184ｰ268

住まいの事なら何でもご相談下さい。

住まいの修理、新たなご提案、施工、
アフターケアまで地元ならではのフット
ワークで、皆さまの大切なお住まいをよ
り快適にするお手伝いをしています。

お隣さん運動・研修会の様子




