付属品も
多数取扱

社協だより
せら

遠い光と、
隣の笑い声。
介護保険レンタルベッド（福祉用具貸与）

※介護認定を受けられていない方でもご利用できます。

在宅用ベッド（各種取扱い）

お気軽にご相談ください
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令和2年8月22日、西大田地区振興会連絡協議会の主催

で、世代間交流を目的とした星空教室が開催されました。

ふくぼうⓒ世羅町社協

（この事業には赤い羽根共同募金配分金が活用されていま

検索

この広報誌は社協会費の一部を
活用して発行しています。

世羅町社協

発行者／社会福祉法人 世羅町社会福祉協議会
〒722-1121 広島県世羅郡世羅町大字西上原426番地3
TEL（0847）22-3162 FAX（0847）22-0752
Mail serara@dear.ne.jp
HP http://www.serashakyo.com/
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有限会社 ケアサービス

わかば

・福祉用具販売・レンタル・訪問介護
・住宅改修・医療機器販売

TEL（0847）
22-2851
22-2853
FAX（0847）

〒722-1121 世羅郡世羅町西上原641－15

【広告】
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の花が満開!!
前線で働いてくださっている方々
なった家族や友達、ご近所さんに
とうを募集したところ、7月1日
りがとうメッセージが届きました。
だまだ続きますが優しい気持ちが
ますように!!

いただいております。また、世羅町社会福祉協議会ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。

3

せら社協だより

“ありがとう”
新型コロナウイルス感染症の最
や、気軽に会うことが出来なく
対する、今だから伝えたいありが
～8月31日までに、たくさんのあ
コロナに対する不安な日々はま
皆さまの心を明るく照らしてくれ

※皆さまからいただいたありがとうメッセージは、 町内の自治センター、保育所、道の駅、病院等に掲示
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「赤い羽根共同募金運動」に
ご協力をお願いします

みなさまからの募金は、わたしたちの町を良くする活動に使われています。

5,665,549円

令和元年度募金総額

令和元年度の募金の約70％が、令和２年度の世羅町の地域福祉活動に使われます。
令和２年度地域福祉活動配分金総額

3,866,549円

残りの約30％は世羅町をはじめ、県下の市区町を超えた広域で
の活動や災害時の備えなどに使われています。

子どもたちの
福祉教育のために
◆福祉施設訪問
◆車いす体験学習
◆サロン訪問
◆環境美化活動
◆高齢者への
プレゼントづくり

等

高齢者が安心して
暮らせるために
◆ひとり暮らし高齢者の
交流会
◆友愛弁当・おせち料理
の配食
◆病院内の車いす介助
◆安否訪問
◆サロン支援活動
等

障がいをお持ちの方の支援のために
◆朗読テープの吹き込み
◆手話学習
◆読み語り
◆啓発、交流事業の開催
◆障害福祉サービス事業所での
ボランティア活動
等

様々な地域福祉のために
◆見守り活動
◆文化財の保護
◆健康に関する研修会 ◆世代間交流
◆防災・減災への取組み
等

広島県共同募金会からの広域（世羅町）への配分金
地域福祉推進特別事業配分
◆ふれあい・いきいきサロン事業
４００,０００円
◆かろやかてごねっと事業
４００,０００円
５０,０００円
◆被災者生活サポートボラネット事業
◆地域あんしん活動～きずな～
２００,０００円

昨年の街頭募金活動

赤い羽根共同募金運動期間
●令和２年10月１日㈭～11月30日㈪
１世帯当たり目標額 ８００円

世羅町共同募金委員会
事務局：世羅町社会福祉協議会
◆本
所 〒722-1121 世羅町西上原426-3（電話:0847-22-3162）
◆世羅西支所 〒722-1701 世羅町小国3393 （電話:0847-37-1335）
世羅町社会福祉協議会ホームページ http://www.serashakyo.com

せら社協だより
5

宇津戸地区在宅福祉ひまわり連絡会

大田地区振興会連絡協議会

津名地区ボランティア友の会

大田地区振興会連絡協議会の皆さんは、

は、地域の交流会への協力、見守り活動

津名地区ボランティア友の会の皆さん

花いっぱい運動

宇津戸地区在宅福祉ひまわり連絡会の皆

大田地区の活性化を図ることを目的に、野

大田地区世代間交流

さんは、ひとり暮らしをされている高齢者

花いっぱい運動は、戦後、長野県松本市

や、地域で花を育てる「花いっぱい運動」

ハウスの中では、児童と地域住民の方が

から始まったとされる運動で、花を育てる

菜づくりを通した世代間交流を行っていま

また、お弁当をお届けしている方には、

協力し、植え付けから、水やり、収穫まで

ことによって、地域の美化や、街を明るく

の方のお宅を年３回訪問し、手作りのお弁

お誕生日に民生委員の方がメッセージカー

大切に野菜を育てています。写真は、８月

することを目的として全国で行われていま

などの活動をされています。

ドとお楽しみの記念品をお届けされるそう

のトマトの収穫体験の様子です。「たくさ

す。

す。

です。更に今年はマスクも配布されていま

んトマトが取れたー！」と児童の喜ぶ声が

当等を届ける活動をされています。

す。

ます。

た心配ごとを相談できる機会にもなってい

けではなく、体調のことなど、ちょっとし

礼の手紙を

い。」と話されました。また、
「児童からお

たことを、自らの将来に繋げてもらいた

地域の方は、「この活動を通じて感じ

の話をしたりね。」と笑顔がこぼれまし

楽しい習慣になっている。みんなでカープ

日水やりをされているそうです。「毎日の

世話をするほか、夏の間はご近所の方が毎

す。定期的に会員が集まり、草取りなどの

写真は、下津田の中陰地集会所の様子で

ひとり暮らしの方へお弁当を届ける活動

もらい、こ

た。

飛び交いました。

は、その他、町内の様々な地区でも行われ

の活動をし

栄養満点のお弁当やプレゼントが届くだ

ています。

ていてよか
ったと改め
て感じた。」

とも話され
ました。
ハウスの
中の様子

水やりの様子

手作りお弁当のお届け

世羅町内の赤い羽根共同募金配分団体の
活動をご紹介します

お弁当の準備をされている様子

せら社協だより
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献血にご協力ください！
400ml献血をつぎのとおり行います。一人でも多くの方のご協力をお願いします。
月

日

時

間

会

９時３０分～１２時３０分

１１月３０日(月)

１４時３０分～１６時

場

甲山農村環境改善センター
世羅保健福祉センター

献血とは、病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんのため
に、健康な人が自らの血液を無償で提供するボランティアです。新型コロナ
ウイルスの影響がある中でも、輸血を必要とされる患者さんがおられます。
尊い命を救うためにも、皆様のご理解とご協力をお願いします。
＊ただし、65歳以上の方の献血については、献血される方の健康を考え、60～64歳の間に献血経験
がある方に限ります。
【お問い合わせ先】世羅町社会福祉協議会（世羅町献血推進協議会）☎２２－３１６２
健康保険課

健康増進係

☎２５－０１３４

みんなの生涯学習講座２０２０

米袋 でエコバックをつくろう講座
所

10:00～12:00

場

開催日

11月14日㈯

場

講

２階

多目的集会室

参加をご希望の方は、下記の連絡先まで
電話でお申込みください。
どなたでも参加いただけます。

所

原田

申込方法

定員20名

師

文江 さん

参加費
無料

甲山自治センター

（申込先着順）

申込期限

11月６日（金）17:30まで
早めにお申込みください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定を変更させていただく場合がございます。

申込
お問合せ

●世羅町社会福祉協議会

本所

☎０８４７－２２－３１６２
受付時間

●世羅町社会福祉協議会

世羅西支所

☎０８４７－３７－１３３５

８：３０～１７：３０（土・日・祝を除く）
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ステキなマジックを
披露していただきました!!
（地域型支援センターさくら

家族介護教室）

地域型支援センターさくらでは要介護１～５の介護認定を受けられているご家族を自宅で
介護されている方を対象に、介護に関する知識の習得や、介護者同士の情報交換・悩み相談
の場として、家族介護教室を開催しています。
７月１６日の家族介護教室では、法野省三さんをお招きし「マジック」を披露していただ
きました。新型コロナウイルス感染拡大防止によって、約５か月ぶりの家族介護教室の開催
となりましたが、みなさん久々の再会に喜んでおられました。今回は３密を避け、換気・マ
スクの着用・手の消毒等に気を付けながら楽しみました。法野さんには、驚きのマジックを
たくさん披露していただき、そのたびに参加者から歓声が起き、拍手が送られました。

高齢者総合相談窓口
地域型支援センターさくら
（甲山地区・世羅地区）
☎０８４７－２２－５１４７
担当：大原・泉

令和２年度
月

日

曜日

重

点

相

談

ふれあい相談所開設予定
開

設

場

所

開設時間

関係機関

水

無料法律相談（要予約） 社会福祉協議会本所 10：00～16：30

11 25

水

無料法律相談（要予約） 社会福祉協議会支所 10：00～16：30

12 23
1 27

水

無料法律相談（要予約） 社会福祉協議会本所 10：00～16：30

弁護士法人
リーガルジャパン
弁護士法人
リーガルジャパン
弁護士法人
リーガルジャパン

水

相続なんでも相談（要予約） 社会福祉協議会本所 13：30～17：00

尾道公証役場

10 28

※お困りの時は社会福祉協議会の職員が随時相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
【お問合せ先】
●本所 〒722-1121 世羅郡世羅町西上原426-3 世羅町社会福祉協議会本所
☎２２-３１６２
●支所 〒722-1701 世羅郡世羅町小国3393
世羅町社会福祉協議会世羅西支所 ☎３７-１３３５

せら社協だより
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ご家庭で食べきれない食料品はありませんか?

フードバンク事業へ
ご協力お願いします!!
フードバンクは、家庭で食べきれない食料品（食品ロス）などをご寄附いただき、さまざまな
原因により困窮され、食料品を必要としている方へ届ける活動です。
今ある食料品を大切にし、必要な方へ届けることで、「もったいない」から「ありがとう」へ
つなぐ活動に取り組んでいます。

食料品のご寄付

～ご寄附いただきたい食料品～
■麺類
■保存食品（缶詰・瓶詰等）

世羅町社会福祉協議会

■インスタント、レトルト食品
■乾物（のり・豆など）
■菓子類
■飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）
■調味料・食用油
■ギフトパック（お歳暮・お中元等）など
※未開封で賞味期限がおおむね2ヵ月以上であるもの
※常温保存が可能なもの
※生鮮食品は受付できません

生活が困窮され、食料品を
必要とされている方

【お問い合わせ・ご寄附の受付】

世羅町社会福祉協議会

社会福祉法人

■本所：〒722-1121
■支所：〒722-1701

世羅町西上原426-3
世羅町小国3393

TEL：０８４７－２２－３１６２
TEL：０８４７－３７－１３３５

ふくぼうⓒ世羅町社協

空気清浄機等を

 寄贈いただきました

令和二年九月二十五日（金）、尾

地域・農業活性化取組

道市農業協同組合甲山支店様より

「ＪＡ共済

支援助成事業」として、新型コロナ

ウイルス感染予防物品の手指消毒液

十個、マスク二十箱、空気清浄機二

台を寄贈していただきました。

この事業はＪＡ共済連の事業の一

環として地域貢献活動を目的に進め

られているもので、地域福祉活動に

取り組む団体とし

て寄贈いただきま

した。

寄贈いただいた

空気清浄機等は、

地域の方を対象と

した社協の研修会

や会議等でも活用

させていただきた

いと思います。

ありがとうござ

いました。

つぎの方々からご寄附いただき
ました。地域のみなさまの福祉の
ために、大切に活用させていただ
きます。
今回は、令和二年六月一日から
令和二年八月末までにご寄附いた
だいた方を掲載しています。
なお、まことに勝手ながら敬称
ならびに、金額は省略させていた
だいておりますので、ご了承くだ
さい。

田坂 淳子（故 英俊）
大本 文雄（故
清）
石田
賢（故
勝）
時原
純（故 正明）
神田 嘉晴（故多久美）
幸谷美津子（故 利秋）
隠地 智子（故 正夫）
淀金 保子（故日留子）
向井
太（故ヤスヨ）
為保 博夫（故 泰子）
原田 道昭（故 春子）
原
恒明（故 武子）
丸山シズコ（故 長志）
神﨑 高明（故ミヨコ）
片山 健滋（故マサヨ）

伊 尾
東神崎
本 郷
東上原
別 迫
西上原
甲 山
本 郷
上津田
下津田
下津田
黒 川
黒 川
黒 川

郷

守

沖
年秋（故 菊惠）
竹田 桂子（故 治行）
上田 繁紀（故
實）
村上 英昭（故 輝雄）
長尾 吉喜（故
恒）
開 健太郎（故 昭江）
神田 正史（ 故松井伸文）
綾目 文雄（故 哲子）
桒元タキコ（故 久雄）
池田 義範（故チヨコ）
新部 博之（故千恵子）
髙橋 孝治（故
博）
前中 哲志（故眞里子）
森政 實郎（故 一二）

公文

七九二，八〇六

◎見舞返し
本

◎その他


合計

安 田 矢山
靖
安 田 矢山 智世
本 郷 石原 正俊
藤沢市 ㈱小林商行 三件
甲山原爆被害者協議会
世羅町ボランティア連絡協議会
匿名
二件
円


☆本会への寄附金は、
所得税・住民税・法
人税の寄附金控除が受けられます。

お知らせ

E ‐m ai l：i n f o ＠s h i n s ei ar t. c o m

w w w.shi nseia rt.c om

◎香典返し
宇津戸
伊 尾
寺 町
青 近
黒 渕
伊 尾
青 近
津 口
宇津戸
賀 茂
本 郷
小 国
安 田
安 田
重 永

【広告】

本社・工場 〒727-0004 広島県庄原市新庄町5088-58
TEL.0824-72-7890 FAX.0824-72-2128
広 島 支 店 〒733-0842 広島市西区井口１丁目15-25 井口クイーンズコート112号室
TEL.082-276-0073 FAX.082-276-4031
三次営業所 〒728-0013 広島県三次市十日市東六丁目13-35
TEL.0824-62-3716 FAX.0824-62-5635

世羅町ボランティア連絡協議会は、令和２年７月31日を
もって解散いたしました。世羅町ボランティア連絡協議会の
活動資金の残金は全額世羅町社会福祉協議会へ寄附させてい
ただきました。
長年にわたり活動にご協力くださいました地域の皆さまに、
厚く感謝申し上げます。

世羅町ボランティア連絡協議会 会長 大原 隆雄

印刷の原点を大切にし、
新しい時代への進化を成します

まごころ

せら社協だより
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蛍光ベストをご寄附いただきました

世羅町ボランティア連絡協議会より、作業

用ベスト（36枚）をご寄附いただきました。

蛍光素材が使われており、夜間や悪天候時で

も安心です。

地域行事等でご入用の際は貸出を行います

ので、世羅町社会福祉協議会までお問合せく

ださい。

せら社協だより 10

かろやかてごねっとだより

「かろやかてごねっと」とは、暮らしの中でちょっとした困りごとのある利用者とちょっとした
お手伝いができる協力員（かろやかさん）の助け合い、支え合いを推進する事業です。

部屋の片づけでスッキリ！
ひとり暮らしの方から、社会福祉協議会へ「片付けをどうしてよいかわからない」と相談が
ありました。部屋が多くの物に埋もれていたため、協力員と一緒に確認しながら、必要なも
の、不要なもの、一時的に保管しておくものを整理しました。利用後には、「ひとりではでき
なかったことなので、とてもありがたいです。」と喜びの声を頂きました。

活動前

活動後

〝ちょっとした困りごと〟お手伝いします！
〝ちょっとした困りごと〟
お手伝いします！
手の
消毒を

病院の付き添い
車いすが必要なので、一緒に
付き添ってもらえて安心です。

除草剤の散布
ひとりでは大変な除草剤の散
布を頼みました。

お問合せ先 世羅町社会福祉協議会
本
所 ☎（０８４７）２２－３１６２
世羅西支所 ☎（０８４７）３７－１３３５

世羅ダイハツ

双葉自動車株式会社
本

社／〒722-1114
広島県世羅郡世羅町東神崎368-4
TEL 0847-22-0777 FAX 0847-22-0760
ショールーム／〒722-1112
広島県世羅郡世羅町本郷14-1
TEL 0847-22-2662 FAX 0847-22-4712

協力員
（かろやかさん）
募集中！

この事業には
赤い羽根共同募金が
活用されています。

広告募集

【広告】

指定整備工場
優良自動車整備事業者一種整備工場

窓拭き
外側は協力員、内側は利用者
で、協力してきれいにしました。

世羅町社会福祉協議会では、広報誌「せら社協だよ
り」を３カ月ごと、年４回発行し、住民の皆様へお届
けしています。「せら社協だより」に広告を掲載しま
せんか。掲載をご希望の方は下記までご連絡下さい。
ご連絡先：
TEL（0847）22-3162 FAX（0847）22-0752
Mail serara@dear.ne.jp

ふくぼうⓒ世羅町社協

