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広告 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。

広島県庄原市是松町5020番地40
TEL0824-72-0561

ゴミでお困りのことなら、
なんでもお気軽にご相談ください！

家の片付け・遺品整理・引越し

詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

有限会社  福岡産業
一般廃棄物収集運搬業許可　庄環第101号

広島県庄原市宮内町707-1

TEL：0824-73-1102

FAX：0824-73-1103

http://www.fukuokasangyo.co.jp

産業廃棄物収集運搬許可　03418048979号

親切・丁寧・安心を心情に！

等で、お困りのゴミについてお客様にピッタリ
のプランをご提案いたします！
見積もり・相談無料！

広告

0120－184－268

広告

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）

（訴訟代理権認定第524014号）（司法書士登録番号828号）

●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

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。

相続、空き家問題、成年後見等でお困りの方、
あなたの世代で解決しませんか？

司法書士  飯田　一生司法書士  飯田　一生
＜広島司法書士会所属＞＜広島司法書士会所属＞

広島北部司法事務所

業務のご案内

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

〒729-5121  庄原市東城町川東1175
℡ 08477-2-0488

〒729-5742  庄原市西城町中野1339
しあわせ館内
℡ 0824-82-2953庄原市社協だより 5月【vol.181】

して
くらせる

つくる
ために地域安心

もっと身近な社協を目指しています。
お気軽にお声かけください。

もっと身近な社協を目指しています。
お気軽にお声かけください。
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来月号では、高野地域センター・比和地域センターを紹介します。

新型コロナウイルス関連の
貸付のご案内 3P

を
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緊急小口資金

ご家庭で食べきれない
食料品などありませんか？
ご家庭で食べきれない
食料品などありませんか？

　世界の中でも裕福な国だと思われている日本ですが、子どもの貧困率は7人に1人、ひとり親
世帯では半数以上が貧困に苦しんでいるというデータがあります。その一方で品質に問題がな
いにもかかわらず、廃棄される食品は年間600万トンを超えています。
　フードバンク事業は、今ある食べ物を大切にし、必要な人に届けることで「もったいない」を
「ありがとう」に変える活動です。

　平成29年度より自立相談支援事業たんぽぽの取り組みの一つとしてフードバンク事業の
取り組みを始めました。食料の確保でお困りの方へ、食品を提供することで、生活の安定を図
ることができます。ご家庭で消費できない食料品などありましたら、ご連絡ください。

　フードバンク事業は、自立相談支
援事業「たんぽぽ」のうちの一つで
す。お一人おひとりの状況に合わせ
た生活の立て直しの総合支援を
行っています。
　まずはご相談ください。

この度、新型コロナウィルス感染症拡大により生活に影響を受けられている地域の皆様
におかれましては不安な日々をお過ごしのことと思います。
社会福祉協議会では、休業や失業等により生活資金で悩んでいる方、収入の減少で苦し

んでいる方に向けた特例の貸付を下記のとおり行っています。

生活福祉資金特例貸付のご案内

新型コロナウィルスの影響を受け、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

原則、一世帯につき一回10万円

●会社が倒産して、家賃や水道光熱費などを支払うと、
　十分な食費を確保できなくなった…
●再就職するまでに食べるものがなくて…
●月10万円の生活じゃあ、十分な食料も買えない…
●ステイホームで子どもの昼食代も負担に…どうしよう…

●お歳暮・お中元などで余った食材
●非常食の缶詰などで賞味期限が
　迫ってきた食料 などで
賞味期限がおおむね２ヶ月以上あるもの

●地域共生推進課
TEL 0824-75-0345

貸付の日から最長1年

無利子・保証人不要据置期間経過後2年以内

休業された方へ

総合支援資金失業された方へ

貸付対象

貸付限度額

返済期限

返済据置期間

貸付利子・保証人

単  身  世  帯：月15万円以内
２人以上世帯：月20万円以内

貸付の日から最長１年

無利子・保証人不要据置期間経過後10年以内

貸付限度額

返済期限

返済据置期間

貸付利子・保証人

新型コロナウィルスの影響を受け、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

貸付対象

令和元年度は、住民の皆様から127件の食料提供をいただき
87回の支援をすることができました。

令和元年度は、住民の皆様から127件の食料提供をいただき
87回の支援をすることができました。

たくさんのご厚意ありがとうございます。たくさんのご厚意ありがとうございます。
各貸付には、その他一定の条件があります。詳しくは、地域共生推進課までご相談ください。

秘密は厳守します。また職員が訪問し
相談に乗ることもできます。食生活にお困りの方庄原市社会福祉協議会

ご提供

お預かりお預かり

受付は、地域共生推進課まで

【受付時間／8：30～17：30】

● 日　　時：

● 場　　所：
● 相談内容：

6月17日（水）
13：00～16：00
庄原市ふれあいセンター
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

● 日　　時：

● 場　　所：
● 相談内容：

6月26日(金)
12：45～15：45
庄原市ふれあいセンター
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

080－5239－4085

よろず相談のご案内よろず相談のご案内よろず相談のご案内

専門相談のご案内

司法書士相談

●年齢を重ねるにつれ、色々な手続きの判断が難しくなった。
●家族の介護について気になることがある…　など

1人で悩んでいませんか？
社会福祉協議会は、24時間365日あらゆる相談を受け付けています。

法律相談（弁護士相談）
【いずれも要予約・先着順】

（0824）75－0345 ●早朝・夜間、緊急時地域共生推進課

原則、自立相談支援事業等によ
る支援を受け、継続的な支援を
受けることが要件となります。

フードバンク事業へご協力ください！

45分
以内

30分
以内

食料の確保でお困りの方へ

といった状況が庄原にもあります。
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地域の思いをつなげる

話し合いの場

～ 小さな活動を 大きく育む ～

見守りの仕組みづくり：命のバトン

ほほえみ3本の柱

自治会長
黒田さん

それぞれに役割がある 趣味を生かした
楽しみがある

男女関係なく話せる
雰囲気づくり

前自治会長
加藤さん

この日は白菜の古漬けの
差し入れもならびました。

地域福祉
コーディネーター 稲里

サロン最高齢92歳の篠原さん。
趣味のカメラでサロンの様子
を毎回撮影されています！

　「自分達の地域は自分
達で守る」という理念の
もと、いざという時に近隣
でお互いに命を守る仕組
みとして、命のバトン（緊
急連絡シート・保存場所
表示マグネット）を作成し
ました。「急病で倒れてし
まった」そんなとき、緊急
連絡先などをいち早く伝
えるためのシートです。
保存場所はなんと冷蔵
庫！どの家庭にもあって申し合わせておくと、確実な
情報を伝えられます。
　峰田では、現在98％の世帯にお届けしています。

支え合いづくり：お助けネット峰田

集まりの場づくり：ほほえみサロン

　平成26年7月に発足した「お助けネット峰
田」は業者やシルバー人材センターに依頼す
るほどでもない、ちょっとした困りごとを住
民同士で助け合う仕組みです。
　誰もが気軽に「助っ人」として登録し、誰も
が気軽に「助っ人」を依頼できます。デイホー
ムの中で取り組みの説明をしたり、離れたご
家族へも周知するな
ど、気軽に「助っ人」
に依頼しやすい環境
をめざしました。

　自治会の枠を越え、峰田の全住民が気楽に参加
できる集まりの場を望む声が挙がっていました。そ
こで地域マネージャー、老人福祉部長、女性部長を
中心にほほえみ（協議体）で計画を進め、第１回ほほ
えみサロンを開催しました。
　自治振興センターの各部屋で、将棋・囲碁・麻雀・
お茶席・食事処・組紐作り・各種サークルなどの作品

足が悪いので食事のお手伝いは
出来ませんが、皆さんとても優し
くしてくださるので気持ちよく参
加させていただいています。とて
も楽しくて、その日の出来事を毎
回ノートに書き溜めています。

おしゃべりしながらの
ご飯は箸もすすむ♪
“おいしい！”の声がうれしくて、
次は何を作ろうかと腕がはずむ♪
“みんなの嬉しい！楽しい！”がつまった
地域の支え合いを育んでいるサロンです。

峰田自治振興区
ほほえみ

協議体の取り組み

展示や販売など自分に合った楽しみを見つけられる
よう工夫されました。
　久しぶりの再会を喜ぶ姿、自身の作品を見学者に
説明する姿、麻雀をしながら昔話に花を咲かせる姿
が見られ、帰省した家族と地域の方が顔を合わせて
ゆっくり話をする機会にもなりました。第２回目の
開催に向けて今計画中です！

この日はおでん♪ワイワイガヤガヤとおしゃべりしながら
料理や会場の掃除、食卓の準備をおこないます。

ポイント 1 ポイント 2 ポイント 3

来るだけで皆が喜んでくれるし、
ご飯もおいしく、最高よ！

黒田自治会長の
手づくり

記載内容を定期的に見直
し、更新することがポイン
トです！

ゴミ出し、草刈り、簡単
な剪定・伐採など年間
約220件もの依頼があ
ります。

みねた大好き　咲く夢・咲く花・咲く笑顔

暮らしに近い

支え合いの場庄原自治振興区　大歳上自治会
駅前サロン

サロンの取り組み

鍵開け担当味見・買い出し担当

駅前サロンは男性が多い駅前サロンは男性が多い

孤立、孤食を防ぐ取り組みとして料理は毎回手作り。
みんなでワイワイ話し合ってメニューを決めています。

なかよしの秘訣は
　会食にあり
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ありがとうございますありがとうございます 社会福祉事業に寄付をお寄せいただきました。
ここに、ご芳名を報告させていただきますとともに、こころよりお礼申しあげます。
寄付者ご本人の承諾のもと、氏名等を掲載しております。（順不同）令和2年5月

（4月1日～4月30日受付分）
寄付者紹介 安心して暮らせる地域をつくろう安心して暮らせる地域をつくろう

●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。

　＊申請用紙は、ホームページからダウンロードできます。

●お問合せ

▲

地域共生推進課（0824）75－0345またはお近くの地域センターまで

①助 成 額：３０，０００円

②助成対象：小学校・中学校

　　　　　　　　　　　特別支援学校・高等学校　

③活 動 例：福祉を学ぶ活動、学校と

　　　　　　　　　　　地域との交流活動

④受付期間：令和2年6月30日(火)

地域に学ぶ交流活動補助金
学校(子どもたち)の地域を知る学ぶ活
動など地域との交流を応援します。

①助 成 額：５０，０００円

②助成対象：自治会・住民団体

　　　　　　　　　　　地域グループ・学生サークル

③活 動 例：支えあいの地域づくり活動

　　　　　　　　　 　元気に暮らせる地域づくり活動

④受付期間：令和2年6月30日(火)
【昨年度の実績の一例】

小さな地域づくり活動応援補助金
安心して暮らせる地域の支えあい活動・
仕組みづくりを応援します。

ひとりで悩み、周囲が気付きにくい“ひきこもり”
の現状を知り、当事者に寄り添い、地域で支える
ために、講師を招いて研修会を開催した。

【昨年度の実績の一例】
高齢者と交流し、郷土への感謝の気持ちを育む
ことを目的に、生徒が企画・作成したカレンダー
をひとり暮らし高齢者の方々にプレゼントした。

※本年度より敬称を省略とさせていただきます。
本会への寄付金は、所得税・法人税・県民税の寄付金控除の対象となります。

日本赤十字社

日本赤十字社では、災害救護活動をはじめ、国際救護、医療事業など幅広く事業を行って
います。これらの事業は全て市民の皆さまから寄せられた支援（会費・寄付金）によるもの
です。こころから感謝し、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和2年度
本年度も5月1日から
会費募集を
実施しています

皆様からの寄付金（香典返し・見舞い返し・一般寄付等）や会員会費を、市内の地域福祉事業に貴重な財源として活用しています。
今後とも、ご支援の程よろしくお願いいたします。（※介護保険事業等収益性のある事業には一切充当しておりません）

香典返しにかえて
続柄 故人名 地区 寄付者

【庄原】
父

義母

母

義姉

母

父

夫

祖母

父

母

母

兄

細田　泰司

石田　甲子

大門トモヱ

佐胡　節子

豊田　　傳

芋堀弘二郎

土肥　將彦

瀧口　典子

友國　鶴人

石丸トキエ

酒谷　夏江

西田　瑞穗

中本町

西本町

本町

宮内町

高町

実留町

板橋町

七塚町

七塚町

本郷町

殿垣内町

川北町

細田　慎二

石田百合子

大門　廣士 

元重　孝人

豊田　　薫

芋堀　英二

土肥　紀子

瀧口　　彩

友國　貴視

石丸　　環

酒谷　　守

西田　秀夫

【西城】
祖母 伊達　幸江 中迫 伊達　正泰

母 草川トヨ子 八鳥 草川　一登

夫 久岡　輝也 川西 久岡　秋代

父 脇坂　義一 金田 脇坂　千春

【西城】

【東城】

【口和】

父

父

父

梅木　淳一

小山　訓三

坂口　　昇

新市

奥門田

岡大内

梅木　弘男

岩苔美保子

坂口百合子

【高野】

妻

父

藤田セツヨ

御調　貞義

比和

比和

藤田　重登

御調　弘義

【比和】

玉串料返しにかえて
続柄 故人名 地区 寄付者

見舞い返しにかえて
寄付者住所 氏　名

【庄原】
本町 曽利　裕明

【口和】
金田

永田

脇坂　義一

井上　博夫

【高野】
岡大内 坂口　弘子

【比和】
比和 大掛　幸枝

一　般　寄　付
【高野】

新市

新市

匿名希望

和創作 くらね

皆さん頑張ってくださいと
暖かいお言葉をいただきました。

外出支援事業おでかけ応援隊
【西城】

リラックスルーム中村

【東城】
㈲佐々木自動車

東城キリスト教会

川村　純義

【口和】
細川　忠信

大谷　邦男

横田　三郎

【高野】
森のさらだ館 あしび

和創作 くらね

【総領】
塚本　捷支

（2口）

（2口）

（6口）

（2口）

職員募集職員募集
社会福祉協議会で、私たち
と一緒に働きませんか？相
談支援、介護など資格や経
験ある方、大歓迎です。職
種や勤務時間などについ
ては、ご相談ください。

●お問い合わせ先／総務課 TEL 0824-72-7120
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広告 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。

広島県庄原市是松町5020番地40
TEL0824-72-0561

ゴミでお困りのことなら、
なんでもお気軽にご相談ください！

家の片付け・遺品整理・引越し

詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

有限会社  福岡産業
一般廃棄物収集運搬業許可　庄環第101号

広島県庄原市宮内町707-1

TEL：0824-73-1102

FAX：0824-73-1103

http://www.fukuokasangyo.co.jp

産業廃棄物収集運搬許可　03418048979号

親切・丁寧・安心を心情に！

等で、お困りのゴミについてお客様にピッタリ
のプランをご提案いたします！
見積もり・相談無料！

広告

0120－184－268

広告

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）

（訴訟代理権認定第524014号）（司法書士登録番号828号）

●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

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。

相続、空き家問題、成年後見等でお困りの方、
あなたの世代で解決しませんか？

司法書士  飯田　一生司法書士  飯田　一生
＜広島司法書士会所属＞＜広島司法書士会所属＞

広島北部司法事務所

業務のご案内

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

〒729-5121  庄原市東城町川東1175
℡ 08477-2-0488

〒729-5742  庄原市西城町中野1339
しあわせ館内
℡ 0824-82-2953庄原市社協だより 5月【vol.181】

して
くらせる

つくる
ために地域安心

もっと身近な社協を目指しています。
お気軽にお声かけください。

もっと身近な社協を目指しています。
お気軽にお声かけください。

西
城
川

183

庄原市役所
西城支所

庄原農協
西城支所

庄原市立
西城市民病院

西城地域センター

西城
地域センター
西城
地域センター

東城
地域センター
東城
地域センター

ウィー東城店

ザグザグ

成
羽
川

ジュンテンドー

トーエイ

ローソン 東城小

消防署

セブンイレブン

314

314

182
東城地域センター

来月号では、高野地域センター・比和地域センターを紹介します。

新型コロナウイルス関連の
貸付のご案内 3P

を


