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体育の日

フライングディスクで交流！

障がいのある人ない人、年齢や障がいの種類・程度に関わらず、スポーツを楽しむ
ことができる機会を増やすことを目的に“第１回 庄原市障害者スポーツ体験会 ” が開
催されました。
当日は、４名の高校生がボランティアとして、ディスク渡しや計測、パソコン集計な
どフライングディスク競技を手伝いました。
P1･･･ ボランティアセンター
P2･･･ ボランティアセンター
P3･･･ ボランティアセンター・福祉活動応援事業(庄原・総領)
P4･･･ 元気報告 (比和 )・リレーリポート
“ここで暮らしたい！”

P5･･･ 小地域サロン紹介 ( 東城・庄原 )
P6･･･ よろず相談・おでかけ応援隊寄付者紹介
ひきこもりを理解する講演会・広告
P7･･･ 寄付者紹介
P8･･･ 地域のものがたり ( 西城 )･ 広告

元気かわら版

平成 29 年 11 月

スポーツの秋 行楽の秋

ボランティア の秋！

10 月は各地域で、様々なイベントが開催されています。庄原市ボランティアセン
ターでは、「イベントを一緒に盛り上げ、楽しんでくれるボランティアに来てもらい
たい」という声と「ボランティア活動をしたい」という思いをつないでいます｡

10/15 第 17 回 こどもまつり
飲食ブースやゲームコーナーの手伝いのほか、来場者への声かけを手伝いました。

10/21 かわせみの家 秋まつり
模擬店やゲームコーナーの手伝いのほか、利
用者さんと一緒にお祭りを楽しみました。

10/29 比婆いざなみ街道マラニック
前日の準備のほか、当日はランナー
の受付や参加賞の受け渡しなどをして
いただきました。

10/29 庄原市こどもミュージカル
当日の受付を担当、来場者への
声かけをしていただきました。
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ボランティアに来てもらいたい！
～ボランティア募集の流れ〈施設・団体編〉～
1． 庄原市ボランティアセンターにご相談ください
依頼したいボランティアの内容を伺います。
（導入の理由や活動内容、募集人数、交通費や食事の有無、保険加入についてなど）

２． ボランティアの募集
ボランティアセンターからボランティア登録者や、団体へ募集内容をお知らせ
します。

３． ボランティアの紹介
ボランティアセンターから「活動したい！」と申込みのあった方を紹介します。

４． ボランティア活動の受入れ
ボランティアがすぐに見つかるとは限りませんので、早めにご相談ください。
また、時期や場所、活動内容等の条件によって希望者が見つからない場合もあります。

市民活動 ・ お互いさまの活動を応援しています

～地域や団体の福祉活動応援事業 ～

社会福祉協議会は、地域の団体や民間福祉団体、グループが実施する、
地域の福祉課題解決に向けたボランティア活動、交流事業、啓発事業など
を応援するため、共同募金配分金を財源に、団体活動助成を実施しています。
平成 29 年度は、次の２団体の活動に助成しました。

ひきこもり家族の会総領てんとうむしの会

庄原自治振興区

活動を始めて一年余りになりました。毎
月１回の定例会を中心に、ひきこもりセン
ター相談員の個別相談の他、おしゃべり
を楽しみながら、情報交換をしています。
また、見学や研修などのお出かけや、リ
フレッシュ活動で食事会や座禅体験など
も行っています。
会員相互の交流や
研修を重ねながら、
会の活動の充実に努
めています。

庄原自治振興区では、地域のみなさんが
安全に安心して暮らせるよう、平成 23 年度
から福祉団体連携会議（民生児童委員協議
会、高 相連、行政、社協等６団体で構成）
を組織し、高齢者の見守り活動等に取り組ん
でいます。そのひとつとして、平成 25 年３月、
全世帯を対象に「命のバトン」
（※バトンの中
に緊急連絡先、かかりつけ医等の情報を入
れておく）を配布し、緊急時の備えとして冷
蔵庫の中で保管してもらうよ
う推進してきました。
この度は、助成金を活用
し、冷蔵 庫に表 示するマグ
ネットシートの作成を行い、
万が一の時の備えとして普及
啓発に努めています。

お問合せ
事務局 総領自治振興区
☎（0824）88-3067
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比和地域センター 元気報告
ハートがまんなか。☆比和やまびこ祭り☆
10 月 15 日、比和やまびこ祭りに参加し、コロッケを販売しました。好評をいただき、
毎年売り切れるほどの人気で、売り上げを共同募金会へ送らさせていただいています。当
日は、あいにくの雨模様でしたが「これが誰かのためになるなら」とご協力いただき、今
年も無事完売することができました。
また、ゆめのいえの作品もたくさん購入していただき、売り上げの一部を共同募金会へ
送ることができました。ご協力ありがとうございました。
みなさんの温かい
“ハート”を比和の山ん中でたくさん見つけることができた１日でした。

リレー
リポート

ここで暮らしたい！
～“ぬくもり会議くちわ”発進！～

口和町
口和
自治振興区

高齢化が進み、地域活動や生活支援を担う人材が少なくなっている今、
“様々な困った”が、
地域に見え隠れします。これらの“困った”は、決して他人ごとではなく、いずれは自分自
身にも起こってくることです。そこで、少しでも安心して暮らせるまちづくりをめざして、
地域だからできることをいろいろな立場のメンバーが集まって話し合い、形にしていく“ぬ
くもり会議くちわ”が発足しました。
今、地域の支え合いが見直されていく中、医療や介護に関することは、専門職の支援が中
心になりますが、ちょっとしたこと (「しばらく人と話をしていない」
「薬を取りに行くのが
難しい」等々 ) は、地域の声かけや支え合いで、できるだけ最後まで住み慣れた場所で暮ら
すことができる…。そんな、地域でできるちょっとしたことに取り組んでいくための話し合
いの場です。
次回は、地域課題の把握から話し合いをはじめ、無
理せずできることから始めていくこととしています。
口和の誰もが「ここで暮らして良かった」と言える地
域（まち）づくりを、
皆さんと共に取り組んでいきます。
ぬくもり会議くちわ（協議体）構成員：口和自治振興
区 ( 事務局、環境福祉部、老人部 )、消防団、民生
児童委員、駐在所、市役所口和支所、社協
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ま

ち

わたしの地域の小地域サロン
～いろんな地域のサロン活動をご紹介します～
日の出サロン（東城町粟田）
●活動を始めたきっかけ
約 15 年前に老人会のグラウンド・ゴルフ
好きが集まって、同好会をつくりました。結
成当時は 25 人を超えていましたが、年々減
少し、10 人ほどになり、会員の年齢も 75 歳
を超えました。
そんな時、田森自治振興センターの職員さ
んから「サロンを立ち上げないか？」と声が
かかり、
「今以上の活動はできんが、それでも良かったらしてみようか」とみんなで話
し合い活動が始まりました。サロンの名前は「この地域は、日が昇るのがよく見えるけぇ」
ということで、“日の出サロン”となりました。
●サロンのイチオシ
“日の出サロン”では月１回の集まりをしています。茶話会をはじめ、歌を歌ったり、
昼食会や出前講座を受けたりと、賑やかに楽しく過ごしています。また、毎週月・水曜
日は好きなグラウンド・ゴルフをして、みんなで親睦を深め合っています。私たちの元
気の源です。

サロン よりんさい（庄原・上原町）
●活動を始めたきっかけ
みんなで“集まれる場”が欲しいと思ってい
た時、社会福祉協議会から“サロン”の立ち上
げを提案され、タイミングが一致しました。
近所の方に声をかけ、２つの班が一緒で立ち上
げることに、さほど時間はかかりませんでした。

●サロンのイチオシ
話好きな人ばかりなので、会話が飛び交い、常に笑いが絶えない中、ある時「子どもの
頃は、季節行事を家族で楽しんでいたよね」と声が出ました。
「じゃ～サロンでやろう」と全員一致。節分に豆まき、春と
秋の彼岸にはおはぎを作り季節を感じ合っています。
また、地区の“ふるさと祭”には、3 ヶ月間の試行錯誤を経
て墨汁など垂らした障子紙に書・絵などを思い思いに書き綴り
“世界に１つだけの本”を出品しました。これからも、お互いに
生きがいを見つけ合い、地域に貢献していきたいと思います。
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よろず相談のご案内
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。
緊急時等
専用電話

☎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：12 月１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：12 月６日・20 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。お近くの社協に
お問い合せください。

地域福祉課

☎ （０８２４）７２－７１２０

お知らせ

外出支援事業 おでかけ応援隊協力寄付
10月1日から10月31日までの間に、
ご協力いただいた皆さまです。
庄原地域
お好み焼きコバヤシ様 / キッチン北川様
金光商店様（2 口）/ ＨＯＭＥ ＳＰＲＩＮＧ様

東城地域
東城キリスト教会様 / 瀬尾医院様（2 口）
マックスコーポレーション㈲様
介護老人保健施設 こぶしの里様
土居メガネ時計店様 / 中国新聞東城販売所様
㈱ファーマみらい アカシア薬局東城店様

口和地域
大月簡易郵便局
匿名様

原

時子様 / 原

四朗様

高野地域
上原

静夫様

比和地域
乙女会様

総領地域
今田 弘實様 / 井上
㈲横山甘泉堂様

忠一郎様 / 仲重食堂様

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございます。

ひきこもりを理解する講演会 in 西城

誰でも“ひきこもる”可能性はあります。
地域で暮らしていくためにも、一緒に理解を深めましょう。
日 時
会 場
講 師
テーマ

平成２９年１２月９日（土）１０：００～１２：００
西城保健福祉センター しあわせ館
福山平成大学 非常勤講師 藤沢 真智 さん
ひきこもり ～ 安心のつながりを ～

問い合わせ・連絡先

庄原市社協西城地域センター

電話：0824-82-2953

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
業務内容

弁護士

三浦 益隆

■ 離婚・相続などのご家庭の問題

■ 債権回収・契約書チェックなどの企業様の法務

■ 交通事故・近隣トラブルなどの事故対応

■ その他法律業務全般・訴訟代理

〒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

https://www.miuramitsutaka-law-oﬃce.com/
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身近な特別を
発見し未来へ
●レポーター名

西城町にお住まいの

長船 文彦さん

私は高校卒業後、家業の自動車工場を継ぐため京都の専門学校へ行きました。その後、広
島市内で経験を積み、６年前西城へ帰郷しました。
西城へ帰ってきてまず感じたことは「人口がすごく少なくなったな」ということです。
これからずっと西城で働くと思うと、数十年後がものすごく心配になり「同級生も帰ってこ
ないし、西城がもっと都会だったらいいな」と思うこともありました。
商工会青年部に加入して、祭りや催し物に参加していく中で、ある年の夏祭りの企画を考
えている時、
「こんな近くで子どもと安心して花火を見れる祭って少ないよね」と広島市内で
生まれ育った妻の発した一言で、私は「これだ！」と思いました。
これこそが都会にはない田舎の魅力！「西城がもっと都会になればいいな」と思っていま
したが、この言葉によって田舎ならではの催し物を企画したいと思うようになりました。
そして、田舎の魅力をたくさんの人に伝え、地域活性化に貢献したいと思います。
最後に「現状維持は衰退」と誰かが言っていましたが、今まで身近にあり当たり前に感じて
いたことが、妻の一言によって特別なことだと気づきました。
今までの歴史も大切に、新しいことに挑戦しながら田舎の魅力を探し、未来へ伝えていき
たいと思います。
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。
イーわよ

プロパン

0120ｰ184ｰ268

広島県庄原市是松町5020番40 TEL0824-72-0561

業務のご案内
●不動産の名義変更 ●成年後見
●相続登記・遺言
●会社の登記
●借金の整理
●簡易裁判所訴訟代理等

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

（訴訟代理権認定第524014号）
（司法書士登録番号828号）
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。

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11月20日
シンセイアート株式会社

