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★文中の「社協」は、福山市社会福祉協議会の略称です。

熊本地震災害ボランティア活動、福山市の大雨災害
2015 年度事業報告・決算、福祉バザー 他
第 25 期社協役員、成年後見制度講演会 他
高齢者徘徊 SOS ネットワークの取り組み、喫茶店風サロンの紹介
善意の灯、義援金受付　
地域探訪、登録訪問介護員・認定調査員の募集、かんなべ福祉まつり
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熊本地震災害ボランティア活動に参加して熊本地震災害ボランティア活動に参加して熊本地震災害ボランティア活動に参加して熊本地震災害ボランティア活動に参加して
　　　　　　　　東日本大震災や広島土砂災害などにも参加したメンバー 6 人と、3 泊
4日で熊本市社協災害ボランティアセンターへ行き、5世帯の支援活動を行いました。
　そのうちの高齢者の二人暮らしのお宅では、外見から被害の程度は分らない状態でし
たが、中に入るとタンスや仏壇は倒れ食器や書籍は散乱し、「ピアノは元々あそこにあっ
たんです」と聞き、大変驚きました。
　「少し前までは避難所で生活していたけど自宅がいい。余震は心配だけど…」と話し
ながら、一緒に片付などを
行いました。
　最終日の帰りに益城町を
通ってみましたが、景色は
ガラッと変わり、地震の恐
ろしさ・被災者の大変さを
改めて感じました。

　　　　　　　　　御船町
社協災害ボランティアセン
ターの運営支援に、4 泊 5
日で参加しました。
　住んでいた家が全壊・半
壊し、多くの方が小・中学
校の体育館へ避難されてい

ました。また、大型ショッピングセンターの駐車場などで車中泊をしている方も多くおら
れました。
　ボランティアセンターでは、被災した方のお宅を訪問し困りごと（ニーズ）を聞き取り、
ボランティアの調整（コーディネート）を行う「マッチング」業務を行いました。
　復興の取り組みはまだ始まったばかりで、道路等のインフラ整備・仮設住宅の建設・被
災家屋の再建など、一日も早く被災者の安心が確保されることを祈っています。そして、
その先にある生活支援への支え合いを意識して、被災地の応援をしていきたいと思います。

福山市の大雨災害における
　ボランティアによる支援活動を展開中です !!
　災害時における社協の役割は、「被災地の支援ニーズの
把握」と「ボランティアの受け入れ」です。そのため、行
政をはじめ関係機関・団体と連携し、ネットワークづくり
や訓練などに取り組んでいます。
　６月 22日の福山市における大雨災害では、情報収集、
救援物資やボランティアに必要な資材の確保などに努め、
浸水や土砂被害を受けた家屋の片付けなどのボランティア
活動を展開しています。
　野々浜学区のお宅では、自治会などの地域団体とボラン
ティアが一緒になって約 60名で行いました。

熊本市社協災害ボラ
ンティアセンターに
は、多くのボラン
ティアが参加され、
復興応援商品も販売
されています。

福山市の大雨災害における
　ボランティアによる支援活動を展開中です !!

50代 男性

30代 社協職員

福山市の大雨災害における
　ボランティアによる支援活動を展開中です !!



次回の発行は、9月下旬の予定です。
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その他の収入　9,508 千円 [1.61%]

賛助会費・特別会費の受入　8,016 千円 [1.36%]
香典返し・一般の方からの寄付金
・地域福祉活動協力金　32,850 千円 [5.57%]
共同募金からの助成金　11,957 千円 [2.03%]

福祉まつり出店料・広告料等の受入　9,498 千円 [1.61%]

各種基金・積立金の運用益　5,877 千円 [1.00%]

障がい福祉サービス事業収入　
63,636 千円 [10.79%]

積立資産の取崩（介護保険等事業積立分）　
20,214 千円 [3.43%]

前年度からの繰越金　17,492 千円 [2.97%]

行政機関からの補助金　103,008 千円 [17.46%]
行政機関からの受託金・負担金　
155,289 千円 [26.32%]

市制度・県制度貸付金の運用　
2,871 千円 [0.49%]

介護保険事業収入　
149,603 千円 [25.36%]

法人の運営のための経費　35,937 千円 [6.09%]

各種貸付金制度の実施
10,998 千円 [1.86%]

障がい者の方への訪問介護のための経費　
59,515 千円 [10.09%]

判断能力が不十分な方、障がい者の方への支援　
107,868 千円 [18.30%]

高齢者の方への訪問介護とケアプランの
作成のための経費　180,033 千円 [30.52%]

貸店舗に関わる経費
916 千円 [0.16%] 福祉まつり等の開催経費・広報紙の発行のための経費

14,586 千円 [2.47%]

地域のネットワークづくりと福祉を高める会等の
活動のための経費　32,432 千円 [5.50%]

ボランティア活動を進めるための経費　
3,939 千円 [0.67%]

行政からの補助・受託等事業経費　
115,263 千円 [19.54%]

すこやかセンター総合受付・神辺老人福祉センターの運営
28,332 千円 [4.80%]

収入決算額
589,819千円

支出決算額
589,819千円

　昨年度社協では、人口減少社会の到来や少子高齢化の急速な
進展により地域や家族の絆が希薄化する中、誰もが住み慣れた
地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めるため、会員
会費や地域福祉活動協力金等の活動財源の確保とともに、行政
や地域の関係団体・機関との緊密な連携のもと、次の事項を重
点的に取り組みました。
◎地域の絆を深めるため、これまで実施してきた「ふれあい・
いきいきサロン」の開催に加え、地域福祉活動協力金を活用
しての小規模で常設型の「喫茶店風サロン」の開設を進めま
した。また、東部地域に事務所を開設し、ワンストップで相
談等の対応ができる窓口を設けました。さらに、地域での支
え合い・助け合い活動推進の担い手となるリーダーの発掘と

養成、関係機関・団体とのネットワークづくりなどに努めま
した。
◎「障がい者基幹相談支援センター」「障がい者虐待防止セン
ター」「権利擁護支援センター」の各事業では、障がい者や
高齢者などの社会的弱者とされる方々の相談支援から課題解
決までを一元的に取り組み、日常生活自立支援事業や法人後
見の受任、市民後見人の養成などに取り組みました。実施に
おいては、相談窓口などでのきめ細かな聞き取りに重点を置
き、住民満足度の高い対応に努めました。
◎「介護サービス事業」では、利用者負担の見直しなど制度を
持続可能なものとするための改正が 2015 年 4 月に行われ、
制度の方向性を見極めながら、利用者への提供サービスの質
的向上に努めるとともに、指定事業所として経営基盤の確立
に努めました。

2015年度（平成27年度）事業報告

2015 年度（平成 27年度）事業決算

福山市神辺老人福祉センターの
FAX 番号が変わります

電話（084）963-2611（変更はありません）
FAX （084）960-0086 → （084）966-3225
社協 神辺事務所は、７／４( 月 ) から「かんなべ市民交流セン
ター」内へ移転します。（電話・FAX 番号の変更はありません）

と　き　10 月 15 日 ( 土 )・16 日 ( 日 )
ところ　緑町公園ならびにローズアリーナ

第40回ふれあい福祉まつり 「福祉バザー」は
 　中止いたします！

　毎年、皆様にご提供いただいておりましたバザー物品
は、今年から中止いたしますのでご理解のほどよろしく
お願いいたします。



私 た ち は 地 域 福 祉 を 応 援 し て い ま す

第230号 ⑶

視覚に障がいのある方に本紙内容を朗読したテープ・CDや点訳版もご用意しています。ご希望の方は社協まで。

会長就任の
ごあいさつ
会長
橋本 哲之

　近年、社会福祉を取り巻く状況は大きく様変わりし、地域や家族の絆が希薄化する中、様々な生活課
題を抱える世帯が増加してきております。
　こうしたなか社協では、地域住民の皆様とともに進める地域福祉（支え合い・助け合い）活動や、社
会的弱者とされる方々の相談支援から課題解決までを一元的に取り組んでいく活動など、「誰もが住み
慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に向け引き続き取り組んでまいりますので、
今後とも格別のご支援を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

役員（理事 16 人、監事 2 人）・評議員（33 人）を選任
＜任期 :2016 年 7月 20日～ 2018年 7月 19日＞第25期 社会福祉法人 福山市社会福祉協議会

　講演会では、制度の理解を深めるとともに、新しい担い手として期待されてい
る市民後見人の意義について、市民の視点で考えます。併せて、11 月 5 日 ( 土 )
から実施する市民後見人養成講座の「オリエンテーション」を開催します。

　8 月 1 日から社協ホームページや各事務所、福山市の各保健福祉課（担当）
などで講演会参加申込書並びにオリエンテーション募集要項を配布。参加要件な
どをご確認のうえ、お申し込みください。「講演会」は、成年後見に関心のある
方であればどなたでも受講可（市外の方も可）。「養成講座」受講希望者は、オ
リエンテーション参加が必須（市内の方に限る）。

と き

ところ
定 員
●申込方法

●問い合わせ先　社協 安心生活見まもりセンター
電話（084）928-1353　FAX（084）928-1331（担当 岩川・川崎）

10 月 22 日（土）

福山すこやかセンター １階 多目的ホール
150 人　参加費　無料　主　催　福山市・福山市社会福祉協議会

～新しい権利擁護の担い手～
市民後見人が研修会で講演

社会福祉法人 福山市社会福祉協議会

2016 年度「成年後見制度講演会」並びに
「市民後見人養成講座」オリエンテーションの開催について
講　師：大阪市立大学大学院教授　岩間伸之さん
テーマ：「成年後見制度における市民後見人の意義」

～新しい権利擁護の担い手～
市民後見人が研修会で講演

問い合わせ先　社協 安心生活見まもりセンター
電話（084）928-1353　FAX（084）928-1331
問い合わせ先　社協 安心生活見まもりセンター
電話（084）928-1353　FAX（084）928-1331

　社協が福山市と協働で行っている市民後
見人養成講座の修了者（29人）が登録す
る、「福山市市民後見人バンク連絡会」の
研修会を 5 月 26 日（木）に開催しました。
　この度は、市民後見人として家庭裁判所
から広島県内第 1 号で受任した谷本康廣さ
んと、第 2 号で受任した掛橋　緑さんに、『成
年後見制度に市民ならではの視点を活かし
て』をテーマにご講演をいただきました。
　社協は、市民後見人の
育成及び活動支援を行い
ながら、市民後見活動が皆
様から信頼され、福山市に
おける新しい権利擁護の担
い手として定着するよう努
めてまいります。

13:30 ～ 15:00（講演会）
15:10 ～ 15:40（オリエンテーション）

役職 名　　前 所　　　属
会長 橋本　哲之 有識者
副会長 髙橋　和男 有識者
副会長 児玉　文男 福山市福祉を高める会連合会
常務理事 藤井　孝紀 社会福祉法人福山市社会福祉協議会
理事 小川　智弘 福山商工会議所
理事 石川　紀子 福山市女性連絡協議会
理事 小野　明人 福山市連合民生 ･児童委員協議会
理事 佐藤　賢一 福山市自治会連合会
理事 小野　昭介 福山市ボランティア連絡協議会
理事 岡田　　宏 福山市社会福祉施設連絡協議会
理事 三島　　茂 特定非営利活動法人福山市身体障害者団体連合会
理事 開原　算彦 福山明るいまちづくり協議会
理事 神原　大造 福山市保健福祉局
理事 土屋　隆宏 一般社団法人福山市医師会
理事 柳井　清登 福山市老人クラブ連合会
理事 櫻井　敏郎 有識者
監事 渡壁洋之助 福山市連合民生 ･児童委員協議会
監事 金浦　東祐 有識者（公認会計士・弁護士）

名　　前 所　　　属
井上　育忠 一般社団法人福山市医師会
内藤　賢一 一般社団法人府中地区医師会
和田　　玄 一般社団法人松永沼隈地区医師会
藤田　博久 一般社団法人深安地区医師会
井上　博文 福山市保健福祉局
來山　明彦 福山市保健福祉局
西頭　智彦 福山市保健福祉局
立花　正行 福山市教育委員会
越智　昌毅 福山市ＰＴＡ連合会
八重樫牧子 福山市立大学
小林　貞子 福山市女性連絡協議会
村上　友一 特定非営利活動法人福山市身体障害者団体連合会
佐藤　大悟 一般社団法人福山青年会議所
井原　俊博 特定非営利活動法人福山手をつなぐ育成会
馬場　正人 広島弁護士会福山地区会
倉田　秀孝 福山地区保護司会
小川　好人 福山市老人クラブ連合会
大原　　博 福山市自治会連合会

名　　前 所　　　属
荒木　正明 福山市自治会連合会
佐藤　裕幸 福山市連合民生 ･児童委員協議会
鎌倉　誠治 福山市連合民生 ･児童委員協議会
為定　美子 福山市連合民生 ･児童委員協議会
髙橋　正憲 福山市連合民生 ･児童委員協議会
木下　政志 福山市連合民生 ･児童委員協議会
那須　逸雄 福山市連合民生 ･児童委員協議会
山田　敏弘 福山市連合民生 ･児童委員協議会
吉村　良人 福山市福祉を高める会連合会
座本　正美 福山市福祉を高める会連合会
松原　　弘 福山市福祉を高める会連合会
中西　忠美 福山市福祉を高める会連合会
山田　優子 福山市福祉を高める会連合会
前川　正清 福山市福祉を高める会連合会
是平　則吉 福山明るいまちづくり協議会

役員（理事 16人、監事 2人） 評議員（33人）



6（火）9
平日コース（毎週火曜日）

9月コース

スタート

※ヘルパー初任者研修修了の方
修了 2016年11月5日㈯：

受講料：
（テキスト代込・税別）
55,000

10（土）9
スタート

修了 2016年12月13日㈫： 会場 ありがとうメディケアデイサービス：

円

介護福祉士実務者研修
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“さんまい橋日記”ほっとブログでもっと社協を！！…http://www.f-syakyo.net　または

ひろがる
喫茶店風サロン

ひろがる
喫茶店風サロン

　6月27日（月）に、福山地区高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク関係者連絡会を開催し、
「より早期発見につなげることができる方法はないだろうか」と考え、徘徊の可能
性のある高齢者等の事前登録者へ『シール』を配布することにしました。

福山市内の「地域包括支援センター」にも、さらなる協力を要請しご理解をいただきま
した。ご協力いただける企業・団体を通して、メール配信サービス登録者（行方不明
者情報を配信）を増やし早期発見に努めます。皆様のご協力をお願いいたします！

このシールにより、協力
者・団体が行方不明に
なった徘徊者であるかを
容易に判断できます。

　自宅を開放したアットホームなサロンで、開店 30 分前
には「百歳体操」を行っています。
　その後、お茶を飲みながら一週間の
出来事や昔話などをして、欠席者には
茶菓子を持参し安否確認を行います。

高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク の新たな取り組み高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク 高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク 

後楽亭（神辺学区：後町福祉会）
毎週水曜日　10:30～12:00　200円

　地域の集会所を利用し開催しています。
　朝食としてコーヒーと一緒に出される
パン・ゆで卵・バナナが盛り付けられた
プレートは、ボリューム満点！
　男性の参加も多く、毎回満員御礼です。

　社協では、皆様からお寄せいただいた『地域福祉活動協力
金』を財源に、喫茶店風サロン活動を推進しています。5 月
26 日（木）に、「喫茶店風サロン実施説明会」を開催し、
現在行われている取り組みを発表していただきました。［6 月
末現在、37ヶ所で実施］

いこいこ（水呑学区：高浦福祉会）
毎週金曜日　9:00～11:30　100円

＜問い合わせ先＞ 社協 福祉のまちづくり課　電話（084）928-1333　FAX（084）928-1331

この番号により、事前登録者個人を
容易に特定することができます。

ポイント① ポイント②
●靴の外側に貼る
　　シールサイズ
　（縦 1.5 ㎝×横 1㎝）

●靴の内側に貼る
　　シールサイズ
　（縦 2㎝×横 10㎝）

問い合わせ先 社協 福祉のまちづくり課　電話（084）928-1333 FAX（084）928-1331

連絡の際にはシール番号もお伝えください。→  №　　　　
■東警察署 084-927-0110　■西警察署 084-933-0110
■北警察署 084-962-0110　　発行 : 福山市社会福祉協議会

福
山
市

行方不明者
捜索依頼件数

スタート～
　　466件

事前登録者数

＜取り組み状況＞ 

92 人
※2016年3月末現在



ふくやま福祉だより　ほほえみ　はホームページでもご覧いただけます。

私 た ち は 地 域 福 祉 を 応 援 し て い ま す

第230号 ⑸

赤坂町：土屋賢二　芦田町：下江眞吾　内海町：村上　弘　駅
家町：伊藤正弘、田原志朗、（故）藤井千里、（故）三次雅子　神
辺町：長谷川聖之、（故）平盛フサエ　新市町：（故）高橋光子、
武安　保、（故）平田直人　瀬戸町：阿部野義博　千代田町：川
原光補 津之郷町：（故）多田久人　坪生町：神原豊子、森迫清
之　西深津町：髙下誠仁　東深津町：藤井一志　東村町：（故）
石井千代子、（故）小林敦則　引野町：山口誠司　御幸町：（故）
大谷安光、（故）加藤キヨ子　吉津町：佐藤和人

駅家町：熊谷本郷　霞町：神野孝晴（毎月）　神辺町：渡邉　至
　坪生町：妹尾弘幸（毎月）　南本庄：杉之原勝彦　紅葉町：
佐々木　実（毎月）、佐々木梨花（毎月）　■（株）ファーマシィ
代表取締役社長 武田　宏　■国際ソロプチミストローズ福
山　■社交ダンス川口同好会　■親善友好都市ハワイ州マ
ウイ郡訪問団　■広島県断酒会連合会 ■福山寿会（婚活・
縁結び）　匿名：６件

神辺町：（故）藤田公夫

一般のご寄附<2016 年５・６月>

香典返しのご寄付<2016 年５・６月>

故人のご遺志によるご寄付<2016 年５・６月>

社協特別会員〈2016 年 5・6 月〉加入件数553 件684 口

2016年4月1日～2016年6月30日
総件数　 76件　〈内訳〉

総金額　2,584,249円

37件
39件

◆
香典返し
一般 （故人のご遺志によるご寄付等も含む）

寄付金・会費・地域福祉活動協力金
ご協力ありがとうございました。

謝意を表して寄付者のご住所･お名前を紹介します。敬称は
略させていただきました。[社協への寄付金･特別会費は、所
得税法の寄付金控除または税額控除が受けられます。]

善意の灯

　5月11日（水）～15日（日）に天満屋で行われた、福山市市
制施行100周年記念イベント『ハワイアンフェスティバル』の
売上金を、親善友好都市ハワイ州マウイ郡訪問団の皆様からい
ただきました。

赤坂町：有木正治、井手之上建司、井上美智子、井上泰行、大畠功之、大元義教、小川冴子、垣原勝子、橘高
ツタ子、坂後泰子、桜田淑子、髙橋佳代子、田中淳雄、田中惠子、土屋賢二、鳥羽清香、中村博子、藤永博子、
坊坂　貢、宮宗ツヤ子、村上由美江、弓手俊孝　曙町：佐久間建弘、清水　進、吉岡澄夫　芦田町：荒川忠
士、小野明人、小野登志子、河村圭子、神田敦子、神田定道、神田真澄、木村キクヱ、木村智人、木村浩子、坂
井　進、高田照子、長　徹州　伊勢丘：石川紀子　今津町：岡本　秀　内海町：佐藤朱美、中尾真規、村上
　仁、渡壁公昭、渡壁洋之助　駅家町：石井徹男、大上キヌエ、大場　勉、大元悦男、小川邦子、中村勇三、
渕内啓子、宮　勝章　王子町：下向邦子　沖野上町：池田武光、濱田喜代惠、福山紀世子　春日町：上野喜
三、越塚花子、藤井眞由美、藤井靖昌、若林　勲　春日池：藤井昌明　霞町：落合勝孝　金江町：大村勝廣、
田中一士、宮里博文　神村町：小林正司、髙橋義己　加茂町：江種末夫、小川瀧江、小川　真、鎌刈拓也、過
田　悟、舘上隆志、三好秀子　川口町：我妻吉子、岡本佐世子、高下禮蔵、光藤益子　神辺町：後藤縫子、小
林加奈恵、高垣信夫、田頭康弘、髙橋　宏、中西博昭、布川正弘、藤井一男、山田敏明、山田敏弘　北吉津
町：廣瀬末枝、八谷由美子　木之庄町：井上治枝子、佐藤嗣男、中島秀明、藤井幹康、匿名：１件　草戸町：
小林清志、門田剛正　熊野町：貝田恒子、貝田哲郎、北村　仁、故山照勝、佐藤和夫、佐藤多恵子、髙橋靖子、
廣川保人、前川正清、柳井清登　郷分町：桒田廣明、小畠泰造、小畠益子、寺田義之、戸口勝己　向陽町：池
口義人　蔵王町：石井八洲男、尾熊忠義、坂本武士、土屋大作、羽原善栄　城興ケ丘：藤田兼弘、藤本長生
　昭和町：大家睦子　新市町：有馬順子、馬屋原清子、小川和正、小野正弘、金原キミコ、後藤登代子、後藤
義孝、近藤雅子、瀬尾　進、髙田幸男、松岡一夫、松本敏夫　新涯町：掛谷信行、勝村佳美、北川康夫、若井
盈夫　瀬戸町：石井康子、岡本佳明、佐藤朋子、白川　保、土屋　烝、前原玲子、三島康由、矢野　博　千田
町：石橋　巧、多木敏雄、北村仲夫、世良　整、藤井孝行、吉岡敬時　大門町：池田美代子、稲益正毅、今仁
伸司、小笠原明美、小笠原知子、亀山剛二、坂田眞弓、坂本孝之、坂本俊夫、座本正美、澤山むつ子、関戸
初子、関戸道弘、髙橋智行、谷本浩一、田原美惠子、中磯滝子、藤井貞亮、藤井雅子、藤本豊子、村上明宏

　多治米町：片山　進、小林道生、笹井富貴子、笹井計二、藤田照夫　田尻町：桑田亮子、佐藤嘉展、福万建
策　千代田町：佐藤慎一郎　津之郷町：井上　積、上野博之、岡本淳子、岡本邦夫、桒田義男、多田弘人、橋
本千久代　坪生町：大場　圭、西楽寺 内藤快範　坪生町南：小出美智子、森迫清之　手城町：青山愼一、小
畑泰子、松田隆男　東陽台：伊藤玲子、大河内　潔、原田テルミ　西町：横山常夫　西新涯町：馬場輝邦、
水田善造　西深津町：倉田和枝、松岡　稔　沼隈町：掛川浩孜、為定美子、津山典子、門田　均　野上町：
岡本房子　東川口町：上手香陽子　東桜町：小林正子　東手城町：尾熊美佐子、坪井卓志　東深津町：石
井知子、岩原和子、金尾清恵、藤井京子、藤井佐智子、藤井進市、細川静枝、若林豊美　東村町：坂本勝成　
引野町：小川柾義、沖藤　一、栗原芳惠、桒田澄子、廣井　正、藤井守男、山口悦男　引野町南：大目勝恵　
久松台：岡﨑　忞、高橋　亨　藤江町：前田省三、宮澤数司　古野上町：重政登代美　幕山台：菊池忠義、
河野聖司　松永町：古志利雄、竹廣茂昭、竹廣陽子、平櫛昭巴、松原　弘　松浜町：坂井　要、早川敏枝　
南町：藤原八重子　南蔵王町：成田　学、藤井　曻、堀口雅行　南手城町：佐藤幸仁、屋敷義隆　南松永
町：山﨑洋郎　水呑町：岩本敏弘・恵美子、宇田　護、佐藤秀信、世良留子　水呑向丘：岡本寛治　御幸町：
石岡啓子、井内貞恵、大谷和加代、世良政恵、武　良雄、中島生雄、山上久夫　明王台：杉野原　誠、浜本　
廣　三吉町：甲斐幸子、土居河喜美子、遠山アイ子、山本赫朗、吉村良人、渡瀬利子　三吉町南：岡田美枝
　紅葉町：村上宣子　柳津町：佐藤喜万、正田　誠　山手町：川上文志、小垰六男、佐野信一、長谷和子、村
上修正　山野町：小林峰子　緑陽町：安藤玲子　尾道市：平田弘子　府中市：守山　勉　＜福祉会＞青葉
台、駅家町大橋、駅家町上山守、駅家町川内、駅家町向永谷、熊野町上之原下、引野町緑陽台、本庄町組之
内、本庄町二股、緑陽町　＜福祉を高める会＞曙学区、旭丘学区、網引学区、泉学区、今津学区、駅家学区、
大谷台学区、春日学区、金江学区、加茂学区、川口学区、川口東学区、神辺学区、熊野学区、蔵王学区、新市
学区、千田学区、田島西部地区、常石学区、坪生学区、手城学区、西学区、能登原学区、東村学区、久松台学
区、深津学区、福相学区、本郷学区、幕山学区、松永学区、緑丘学区、御野学区、明王台学区、宜山学区、柳津
学区、山手学区、湯田学区　＜ボランティアの会＞多治米学区、千田学区、大津野学区、熊野学区　＜民
生・児童委員協議会＞第３区（南学区）、第５区（曙・新涯学区）、第８区（樹徳・桜丘・久松台学区）、第
19 区（松永・柳津学区）、第 24 区（駅家・駅家西・宜山学区）、第 27 区（多治米学区）、第 28 区（内海・
内浦学区）、第29区（戸手・新市学区）、第32区（神辺学区）、第33区（御野・竹尋学区）、第34区（中条学区）
　＜連合会・自治会・町内会＞大谷台学区自治会連合会　大谷学区：つつじヶ丘町内会、もみじヶ丘町
内会　神辺学区：えど自治会、町下の一自治会　樹徳学区：本庄町宮本町内会　竹尋学区：大内田村自治
会、上竹田内砂子自治会、下竹田中央自治会、八尋下自治会　千年学区：土居自治会　中条学区：川西東
町内会、中組町内会、深水町内会、本谷町内会、三谷町内会　常石学区：中組自治会、東城山自治会、東大
神自治会　東学区：古吉津町内会　広瀬学区自治会連合会　道上学区：十三軒屋第一町内会、東組町内

会　湯田学区：久貝町内会　＜ボランティアグループ＞ガイドヘルパーあゆみ会、コミュニティー広場
愛ＬＯＶＥふくやま、災害ボランティアブルースター、点訳グループ麦の会、布の絵本きしゃぽっぽ、福
祉ボランティアふれあいの会、福山市赤十字奉仕団、福山市ボランティア連絡協議会、福山手話サーク
ル芦の会、福山手話サークルとんど、福山ハーネスの会、福山要約筆記サークルさんりん車、ボランティ
アほっとネット、夢をもちたい中高年の会、朗読録音グループひまわり、朗読録音ボランティアグルー
プたんぽぽ、朗読録音ボランティアグループなのはな　＜施設・団体＞あいあい広場、あんずの家、Ｎ
ＰＯ法人紙ふうせん、ＮＰＯ法人福山手をつなぐ育成会、ＮＰＯ法人ホットスペース・ダンケ（暖家）、
ＮＰＯ法人ほんまち平安の家、ＮＰＯ法人びぃあらいぶ、ＮＰＯ法人びんご聴覚障害者福祉協会、ＮＰ
Ｏ法人福山市身体障害者団体連合会、沖野上朝日会、介護老人保健施設せんだの里、介護老人保健施設
ハイトピアカイセイ、介護老人保健施設ふぁみりい、希望の広場、草笛学園、けやき工房、こぶしヶ丘学
園、（社福）一れつ会、（社福）恵泉福祉会絆の家、（社福）健生会、（社福）東光会、（社福）まどか、ジョイジョ
イワークあけぼの、ジョイジョイワーク引野、障害者支援施設ローズ東村、新市手打そば同好会、「ゼノ」
少年牧場、全国パーキンソン病友の会広島県支部福山友の会、常石学区まちづくり推進委員会、手をつ
なぐ福山作業所、特別養護老人ホームくさど、特別養護老人ホーム幸楽園、特別養護老人ホーム瀬戸寮、
特別養護老人ホーム宣山荘、特別養護老人ホーム福山福寿園、特別養護老人ホーム藤江荘、特別養護老
人ホームむつみ苑、特別養護老人ホーム明翠園、特別養護老人ホーム悠芳苑、東中国シニアライフアド
バイザー協会、久松共働センター、ひまわり洗車場、広島県東部地区里親連合会、広島県立福山若草園、
備後セカンドライフくらぶ、備後福祉会神辺ホーム、福山青色申告会、福山共働センター、福山市浦上寮、
福山市交通遺族会、福山市視覚障害者福祉協会、福山市自治会連合会、福山市社会福祉施設連絡協議会、
福山市女性連絡協議会、福山脳卒中者友の会（あゆみの会）、福山市レクリエーション協会、福山地区鍼
灸師会、福山地区認知症の人と家族の会、福山地区保護司会、福山乳児院、福山老人保健施設協会、福山
六方学園、福山六方学園あゆみ苑成人寮、ミニ介護ハウスあしたばの家、宜山ひかり保育園、ゆめサポー
ト・バク　＜企業等＞㈱アクトシステムズ、アサヒタクシー㈱、㈱アスポート、㈲イコー産業、医療法人
社団沼南会常石医院、医療法人節和会三好眼科、医療法人高橋医院、医療法人社団藜明会、㈱伊呂波、内
海運送㈱、占部建設工業㈱、㈱愛媛銀行福山支店、㈲オートサービス香川、㈲上堂薗塗装、キソメック㈱、
吉川管工㈱、木下メディカルクリニック、銀河学院中・高等学校校長 下江利明、㈱桑田製畳 中村　裕、
興和建設工業㈱、コスモ食品㈱、㈱さむらい、山陽石油㈱、㈱シールド代表 藤原政光、ジェイ・ワークス㈱、
㈲秀文社印刷、正藏坊、城東ホンダ販売㈱、㈱伸友、㈱ストリーム、大千工業㈱、タカオ㈱、高野石油㈲、田
島漁業協同組合、千年タクシー㈱、中国新聞備後本社、常石鉄工㈱、寺岡建設㈱、㈱東海日動パートナー
ズ中国四国福山支店、東洋建設㈱、日東製網㈱福山工場、日本化薬㈱福山工場、沼隈内海商工会、早川ゴ
ム㈱、ハローホーム、備南三菱自動車販売㈱、㈱ファーマシィ、深川医療器㈱、福祉ジャパン㈱、福山医療
専門学校、福山市勤労青少年ホーム、福山市農業協同組合、㈲福山リハビリサービス、㈱福山臨床検査セ
ンター、一般社団法人福山労働会館みやび、藤井商事㈱、㈱藤正、双葉工機㈱、㈱プロケア、ヘアーサロン
モンデン、ホーコス㈱、㈱ホンダアドバンス、マーメイド福山ゴルフクラブ、毎日新聞松永販売所 坂本知
光、㈱前田組、マックハウジング㈱、松本ギフト㈱、丸加海陸運輸㈱、みかど本館、三谷建材㈱、三井住友
信託銀行㈱福山支店、㈲ムジカ、吉田労務事務所、㈲渡壁組　匿名：22 件

ご寄付をいただきました！
ありがとうございました

処方せん調剤･医薬品･化粧品など
ご相談賜ります。

お気軽に各店でお声掛けください。
その他、食品・生活必需品も

ひまわりで！！

http://pupule.co.jp/
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寄付金・社協会費は社協各事務所で、受付ております。なお、ご連絡いただければお伺いもしております。

私 た ち は 地 域 福 祉 を 応 援 し て い ま す

赤坂町：有木正治、井手之上建司、井上美智子、井上泰行、大畠功之、大元義教、小川冴子、垣原勝子、橘高
ツタ子、坂後泰子、桜田淑子、髙橋佳代子、田中淳雄、田中惠子、土屋賢二、鳥羽清香、中村博子、藤永博子、
坊坂　貢、宮宗ツヤ子、村上由美江、弓手俊孝　曙町：佐久間建弘、清水　進、吉岡澄夫　芦田町：荒川忠
士、小野明人、小野登志子、河村圭子、神田敦子、神田定道、神田真澄、木村キクヱ、木村智人、木村浩子、坂
井　進、高田照子、長　徹州　伊勢丘：石川紀子　今津町：岡本　秀　内海町：佐藤朱美、中尾真規、村上
　仁、渡壁公昭、渡壁洋之助　駅家町：石井徹男、大上キヌエ、大場　勉、大元悦男、小川邦子、中村勇三、
渕内啓子、宮　勝章　王子町：下向邦子　沖野上町：池田武光、濱田喜代惠、福山紀世子　春日町：上野喜
三、越塚花子、藤井眞由美、藤井靖昌、若林　勲　春日池：藤井昌明　霞町：落合勝孝　金江町：大村勝廣、
田中一士、宮里博文　神村町：小林正司、髙橋義己　加茂町：江種末夫、小川瀧江、小川　真、鎌刈拓也、過
田　悟、舘上隆志、三好秀子　川口町：我妻吉子、岡本佐世子、高下禮蔵、光藤益子　神辺町：後藤縫子、小
林加奈恵、高垣信夫、田頭康弘、髙橋　宏、中西博昭、布川正弘、藤井一男、山田敏明、山田敏弘　北吉津
町：廣瀬末枝、八谷由美子　木之庄町：井上治枝子、佐藤嗣男、中島秀明、藤井幹康、匿名：１件　草戸町：
小林清志、門田剛正　熊野町：貝田恒子、貝田哲郎、北村　仁、故山照勝、佐藤和夫、佐藤多恵子、髙橋靖子、
廣川保人、前川正清、柳井清登　郷分町：桒田廣明、小畠泰造、小畠益子、寺田義之、戸口勝己　向陽町：池
口義人　蔵王町：石井八洲男、尾熊忠義、坂本武士、土屋大作、羽原善栄　城興ケ丘：藤田兼弘、藤本長生
　昭和町：大家睦子　新市町：有馬順子、馬屋原清子、小川和正、小野正弘、金原キミコ、後藤登代子、後藤
義孝、近藤雅子、瀬尾　進、髙田幸男、松岡一夫、松本敏夫　新涯町：掛谷信行、勝村佳美、北川康夫、若井
盈夫　瀬戸町：石井康子、岡本佳明、佐藤朋子、白川　保、土屋　烝、前原玲子、三島康由、矢野　博　千田
町：石橋　巧、多木敏雄、北村仲夫、世良　整、藤井孝行、吉岡敬時　大門町：池田美代子、稲益正毅、今仁
伸司、小笠原明美、小笠原知子、亀山剛二、坂田眞弓、坂本孝之、坂本俊夫、座本正美、澤山むつ子、関戸
初子、関戸道弘、髙橋智行、谷本浩一、田原美惠子、中磯滝子、藤井貞亮、藤井雅子、藤本豊子、村上明宏

　多治米町：片山　進、小林道生、笹井富貴子、笹井計二、藤田照夫　田尻町：桑田亮子、佐藤嘉展、福万建
策　千代田町：佐藤慎一郎　津之郷町：井上　積、上野博之、岡本淳子、岡本邦夫、桒田義男、多田弘人、橋
本千久代　坪生町：大場　圭、西楽寺 内藤快範　坪生町南：小出美智子、森迫清之　手城町：青山愼一、小
畑泰子、松田隆男　東陽台：伊藤玲子、大河内　潔、原田テルミ　西町：横山常夫　西新涯町：馬場輝邦、
水田善造　西深津町：倉田和枝、松岡　稔　沼隈町：掛川浩孜、為定美子、津山典子、門田　均　野上町：
岡本房子　東川口町：上手香陽子　東桜町：小林正子　東手城町：尾熊美佐子、坪井卓志　東深津町：石
井知子、岩原和子、金尾清恵、藤井京子、藤井佐智子、藤井進市、細川静枝、若林豊美　東村町：坂本勝成　
引野町：小川柾義、沖藤　一、栗原芳惠、桒田澄子、廣井　正、藤井守男、山口悦男　引野町南：大目勝恵　
久松台：岡﨑　忞、高橋　亨　藤江町：前田省三、宮澤数司　古野上町：重政登代美　幕山台：菊池忠義、
河野聖司　松永町：古志利雄、竹廣茂昭、竹廣陽子、平櫛昭巴、松原　弘　松浜町：坂井　要、早川敏枝　
南町：藤原八重子　南蔵王町：成田　学、藤井　曻、堀口雅行　南手城町：佐藤幸仁、屋敷義隆　南松永
町：山﨑洋郎　水呑町：岩本敏弘・恵美子、宇田　護、佐藤秀信、世良留子　水呑向丘：岡本寛治　御幸町：
石岡啓子、井内貞恵、大谷和加代、世良政恵、武　良雄、中島生雄、山上久夫　明王台：杉野原　誠、浜本　
廣　三吉町：甲斐幸子、土居河喜美子、遠山アイ子、山本赫朗、吉村良人、渡瀬利子　三吉町南：岡田美枝
　紅葉町：村上宣子　柳津町：佐藤喜万、正田　誠　山手町：川上文志、小垰六男、佐野信一、長谷和子、村
上修正　山野町：小林峰子　緑陽町：安藤玲子　尾道市：平田弘子　府中市：守山　勉　＜福祉会＞青葉
台、駅家町大橋、駅家町上山守、駅家町川内、駅家町向永谷、熊野町上之原下、引野町緑陽台、本庄町組之
内、本庄町二股、緑陽町　＜福祉を高める会＞曙学区、旭丘学区、網引学区、泉学区、今津学区、駅家学区、
大谷台学区、春日学区、金江学区、加茂学区、川口学区、川口東学区、神辺学区、熊野学区、蔵王学区、新市
学区、千田学区、田島西部地区、常石学区、坪生学区、手城学区、西学区、能登原学区、東村学区、久松台学
区、深津学区、福相学区、本郷学区、幕山学区、松永学区、緑丘学区、御野学区、明王台学区、宜山学区、柳津
学区、山手学区、湯田学区　＜ボランティアの会＞多治米学区、千田学区、大津野学区、熊野学区　＜民
生・児童委員協議会＞第３区（南学区）、第５区（曙・新涯学区）、第８区（樹徳・桜丘・久松台学区）、第
19 区（松永・柳津学区）、第 24 区（駅家・駅家西・宜山学区）、第 27 区（多治米学区）、第 28 区（内海・
内浦学区）、第29区（戸手・新市学区）、第32区（神辺学区）、第33区（御野・竹尋学区）、第34区（中条学区）
　＜連合会・自治会・町内会＞大谷台学区自治会連合会　大谷学区：つつじヶ丘町内会、もみじヶ丘町
内会　神辺学区：えど自治会、町下の一自治会　樹徳学区：本庄町宮本町内会　竹尋学区：大内田村自治
会、上竹田内砂子自治会、下竹田中央自治会、八尋下自治会　千年学区：土居自治会　中条学区：川西東
町内会、中組町内会、深水町内会、本谷町内会、三谷町内会　常石学区：中組自治会、東城山自治会、東大
神自治会　東学区：古吉津町内会　広瀬学区自治会連合会　道上学区：十三軒屋第一町内会、東組町内

会　湯田学区：久貝町内会　＜ボランティアグループ＞ガイドヘルパーあゆみ会、コミュニティー広場
愛ＬＯＶＥふくやま、災害ボランティアブルースター、点訳グループ麦の会、布の絵本きしゃぽっぽ、福
祉ボランティアふれあいの会、福山市赤十字奉仕団、福山市ボランティア連絡協議会、福山手話サーク
ル芦の会、福山手話サークルとんど、福山ハーネスの会、福山要約筆記サークルさんりん車、ボランティ
アほっとネット、夢をもちたい中高年の会、朗読録音グループひまわり、朗読録音ボランティアグルー
プたんぽぽ、朗読録音ボランティアグループなのはな　＜施設・団体＞あいあい広場、あんずの家、Ｎ
ＰＯ法人紙ふうせん、ＮＰＯ法人福山手をつなぐ育成会、ＮＰＯ法人ホットスペース・ダンケ（暖家）、
ＮＰＯ法人ほんまち平安の家、ＮＰＯ法人びぃあらいぶ、ＮＰＯ法人びんご聴覚障害者福祉協会、ＮＰ
Ｏ法人福山市身体障害者団体連合会、沖野上朝日会、介護老人保健施設せんだの里、介護老人保健施設
ハイトピアカイセイ、介護老人保健施設ふぁみりい、希望の広場、草笛学園、けやき工房、こぶしヶ丘学
園、（社福）一れつ会、（社福）恵泉福祉会絆の家、（社福）健生会、（社福）東光会、（社福）まどか、ジョイジョ
イワークあけぼの、ジョイジョイワーク引野、障害者支援施設ローズ東村、新市手打そば同好会、「ゼノ」
少年牧場、全国パーキンソン病友の会広島県支部福山友の会、常石学区まちづくり推進委員会、手をつ
なぐ福山作業所、特別養護老人ホームくさど、特別養護老人ホーム幸楽園、特別養護老人ホーム瀬戸寮、
特別養護老人ホーム宣山荘、特別養護老人ホーム福山福寿園、特別養護老人ホーム藤江荘、特別養護老
人ホームむつみ苑、特別養護老人ホーム明翠園、特別養護老人ホーム悠芳苑、東中国シニアライフアド
バイザー協会、久松共働センター、ひまわり洗車場、広島県東部地区里親連合会、広島県立福山若草園、
備後セカンドライフくらぶ、備後福祉会神辺ホーム、福山青色申告会、福山共働センター、福山市浦上寮、
福山市交通遺族会、福山市視覚障害者福祉協会、福山市自治会連合会、福山市社会福祉施設連絡協議会、
福山市女性連絡協議会、福山脳卒中者友の会（あゆみの会）、福山市レクリエーション協会、福山地区鍼
灸師会、福山地区認知症の人と家族の会、福山地区保護司会、福山乳児院、福山老人保健施設協会、福山
六方学園、福山六方学園あゆみ苑成人寮、ミニ介護ハウスあしたばの家、宜山ひかり保育園、ゆめサポー
ト・バク　＜企業等＞㈱アクトシステムズ、アサヒタクシー㈱、㈱アスポート、㈲イコー産業、医療法人
社団沼南会常石医院、医療法人節和会三好眼科、医療法人高橋医院、医療法人社団藜明会、㈱伊呂波、内
海運送㈱、占部建設工業㈱、㈱愛媛銀行福山支店、㈲オートサービス香川、㈲上堂薗塗装、キソメック㈱、
吉川管工㈱、木下メディカルクリニック、銀河学院中・高等学校校長 下江利明、㈱桑田製畳 中村　裕、
興和建設工業㈱、コスモ食品㈱、㈱さむらい、山陽石油㈱、㈱シールド代表 藤原政光、ジェイ・ワークス㈱、
㈲秀文社印刷、正藏坊、城東ホンダ販売㈱、㈱伸友、㈱ストリーム、大千工業㈱、タカオ㈱、高野石油㈲、田
島漁業協同組合、千年タクシー㈱、中国新聞備後本社、常石鉄工㈱、寺岡建設㈱、㈱東海日動パートナー
ズ中国四国福山支店、東洋建設㈱、日東製網㈱福山工場、日本化薬㈱福山工場、沼隈内海商工会、早川ゴ
ム㈱、ハローホーム、備南三菱自動車販売㈱、㈱ファーマシィ、深川医療器㈱、福祉ジャパン㈱、福山医療
専門学校、福山市勤労青少年ホーム、福山市農業協同組合、㈲福山リハビリサービス、㈱福山臨床検査セ
ンター、一般社団法人福山労働会館みやび、藤井商事㈱、㈱藤正、双葉工機㈱、㈱プロケア、ヘアーサロン
モンデン、ホーコス㈱、㈱ホンダアドバンス、マーメイド福山ゴルフクラブ、毎日新聞松永販売所 坂本知
光、㈱前田組、マックハウジング㈱、松本ギフト㈱、丸加海陸運輸㈱、みかど本館、三谷建材㈱、三井住友
信託銀行㈱福山支店、㈲ムジカ、吉田労務事務所、㈲渡壁組　匿名：22 件
社協賛助会員〈2016 年５・６月〉加入件数 263 件 725 口

株式会社ファーマシィ 様 国際ソロプチミスト
　　　　　ローズ福山 様

ご寄付をいただきました！ ありがとうございました
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東学区：東部桜馬場、城見町宝黄、上魚屋町、大黒町、三吉野、東町二丁目、東町三丁
目東部、東雲、城東、若松、吉津町古吉津　西学区：長者町親和会、西町北、西町協和
会、西堀端、南本庄親和、池之渕、丸之内、佐波町　南学区：元町天下橋、船町、延広町、
霞町一丁目、霞町一丁目南部、昭和町中央、昭和町第一、住吉町北部、光南町南部、光
南町三丁目、御門町三丁目、緑町、緑町ツインタワー　霞学区：霞町二丁目、霞町三
丁目、霞町四丁目、地吹町、道三町、野上町一丁目、野上町二・三丁目　川口学区：川
口町中央、川口西南、川口町西一、川口町西第三、川口町西中央、多治米町東、多治米
町中　手城学区：西、北、沖、中東　深津学区：西、王子、米座、西浜、明神　樹徳学区：
中央、仲良　泉学区：矢田、前奥、山手東、山手中央、ハートビル、草木、境、石原・横
路　旭学区：王子町一丁目、東町南部、寺町　光学区：草戸下ノ丁、南鷹取、沖野上親
和、光、双葉　引野学区：竹之内、山之上東、山之上西、宅部、四丁目、四十分、梶島山
東、ローズタウン　蔵王学区：第一区、第二区、第三区、第四区、第五区、第八区、第十
区、第十一区、第十三区　千田学区：向西、向東、大迫、小池、唐丸、池口、峠、ひまわり、
三軒家、藪路西、藪路東、紅葉ケ丘、坂田、横尾一丁目、横尾二丁目、緑陽町　御幸学
区：中津原新茶屋、中津原古川、中津原古川東、中津原御幸片山、中津原御幸南、上岩
成川西、上岩成中筋、森脇上組、森脇中市西　津之郷学区：小森、合小、本谷、坂部、坂
部西、水越　赤坂学区：鈴谷、一番組、江木、中央　瀬戸学区：毘治屋、志田原上、志田
原中、志田原下、宮前、二番組、小立、下郷、奥江、元枝、小立団地、志田原団地　熊野
学区：寺迫下、池之内、上之原上、上之原下、大富西、大富東、後東、鳴、鴨尾、高下　水
呑学区：宮迫、洗谷、小水呑、高浦、白萩、宝、山之神、平木、土井、浜、西、中村、鍛冶屋、
大谷西、日の出丘、竹ヶ端、向丘北、廿日会、県教舎、向丘中、向丘東、さつき、南新田、
南　箕島学区：栗木、釜屋、南浦、南丘　鞆学区：御幸一、御幸二、御幸三、原、関北、関
南、道越、西、江中、江元西、焚場、平一、平二　大津野学区：前川、中央、日之出丘　春
日学区：東、鍛治屋、西、春日ハイツ、宇山、能島、能島台、青葉台一丁目　神村学区：
四区、五区、七区、十一区、十三区、グリーンハイツ　東村学区：宗政、向山、瀬儀、小
原、大谷、延江、戸田　今津学区：中、長波、駅前　松永学区：明神、新興、中之町、天神、
南上之町、北上之町、東朝日、西朝日、西浜見、南浜見、中浜、判屋、丸山、駅南、駅前中、
駅前西、南亀鶴、北亀鶴、東蓬来、今津島、西蓬来、末広連合、船町・増川、徳島、郷倉、
南松永１-２、南松永２-１、南松永２-３、南松永３-４　柳津学区：市場、中　金江
学区：奈良木、浜上、山庄、田中、平田、本谷、近居、野島　曙学区：曙町五丁目上、新
浜・曙、曙町砂場東、曙町第一　旭丘学区：みどり、ゆめみが丘　有磨学区：上柞磨、
中柞磨、下柞磨、中村、堀町、上本郷、下本郷、上三斗木、下三斗木、末元、天神、山方、
上枝広、下枝広、下東之面、上東之面、久田谷、久田谷地域　福相学区：下割石、中割
石、上割石、別所、新家、上福田地、下福田地、西才町、東才町、向陽台　山野学区：町
組、上市、江谷、東之免、田原上、田原下、原谷中、琴原、殿川内、大谷中　広瀬学区：菅

町西、菅町中、菅町東、東谷、種、滝、芋原西１、芋原西２、芋原西３、芋原西４、芋原東
イ、芋原東ロ、芋原東ハ、小仁吾、柴目、楠田　加茂学区：四川、百谷、高山地区、粟根
神末、粟根東、粟根西、粟根小池、芦原第一、芦原第二、中野上東、中野上西、中野下西、
中野下東、中野中、中野甲田、中野団地、加茂ハイツ、上加茂郷北、八軒屋、深安団地、
下加茂猪之子、下加茂中組、下加茂大町東、下加茂大町西　駅家学区：中島東、倉光
　駅家東学区：万中、万片、法成寺西、法成寺東地区　緑丘学区：前古屋西、前古屋東、
宮丘、一番東、高屋、南吉田、蔵王六区、蔵王県営　長浜学区：庵の下、堂之脇、旭、西
沖浦、宮之　西深津学区：蔀山、深津山、暁南、木ノ浦　野々浜学区：沖上丸山、沖南、
友の会、坂里、松井　幕山学区：夕陽ヶ丘、幕山西　久松台学区：木之庄町宮の前、木
之庄東、久松台、向陽町　山手学区：江良坊、小田、小田東、泉川西、南泉第一、南泉第
二　日吉台学区：蔵王１２区　大谷台学区：もみじヶ丘、つつじヶ丘　明王台学
区：明王台一丁目、明王台三丁目、明王台五丁目、東明王台　戸手学区：上戸手、中戸
手、下戸手　新市学区：１-１、１-２、２-１、２-２、３、４、５、６、７、８、９-１、９-２、
１０-１、１０-２、１１、１２、１３、１４、１５-１、１５-２　常金丸学区：芦浦、志和
井、砂原、平田、金名、浅原、森、向金丸、厚山、花屋、川井、市見、見谷・山形、藤尾　山
南学区：菅田、八日谷、清神住宅　千年学区：菅野、宮本、堂尾、奥江、片山、林崎、土居、
奥組、槙尾、浜組、土生西、土生東、矢川、敷名、樋之上、将木角、桝形団地、横引　常石
学区：西組、中組、東大神、東城山、セトテラス、大越住宅　神辺学区：えど、丁の二、
丁の一、町下の一、アドバンス神辺、町上の一、町上の二、早王第一、早王第二、早王
第三、領家、三日市下、後町、七日市下、七日市上、帰南、古市　御野学区：上御領中組、
上御領下組、下御領上組、淀水、名越、平野中組、平野上組　竹尋学区：八尋上、八尋
中、八尋下、上竹田川西、上竹田内砂子、上竹田川東、上竹田下組、上竹田トーヨド、
トーヨド正町、江草辺木、下竹田中央、小川家元、大内田村、誠和第２　湯田学区：本
湯野、豊久保、久貝、久原、沖湯野、箱田川西、箱田川東、徳田一番組、徳田第二、新徳
田、徳田三番組、徳田四番組　中条学区：本谷、深水、川西東、川西中、山田、南組、中
組、木之内、伊地、三谷、安光　道上学区：西組第一、東組、十三軒屋第一

地域福祉活動協力金の状況〈2016 年 5 月・6月〉引野町：沖藤　隆　本町：江村か津子　本郷町：坪山明生、
宮田高典　本庄町中：浅井優子　丸之内：髙橋和男　南蔵王
町：西田佳未、西田良輔、羽原信子　南手城町：板屋友梨　南
松永町：河野　剛、河野成典、唐川希代美　水呑町：大村康己
　水呑向丘：橋本哲之　御船町：木下　規　御幸町：浅野茂子、
和田万壽子　三吉町南：宇田幸江　横尾町：川﨑啓子　岡山
県笠岡市：松浦律子　＜福祉会＞坪生学区ひばりヶ丘　＜民
生・児童委員協議会＞第13区（瀬戸・熊野学区）、第34区（湯
田学区）、第34区（道上学区）　＜施設・団体＞生命の貯蓄体
操備福支部、広島低肺友の会、備後肝友会、福山車イス福祉協
会　＜企業等＞㈱和田造園　匿名：10件

2016年4月1日～2016年6月30日
総件数 535件　総金額 5,356,880円

※自治会・町内会は
略して掲載させて
いただきました。

◆

　社協では、「平成28年熊本地震災害」への義援金の受付け
を行っていますので、皆様の温かい善意をお寄せください。
＜問い合わせ先＞ 日本赤十字社広島県支部福山市地区
事務局：社協 福祉サービス課（福山すこやかセンター内）
電話（084）928-1334 　FAX（084）928-1331

「平成28年熊本地震災害」義援金受付中！



⑻ 第230号

私 た ち は 地 域 福 祉 を 応 援 し て い ま す

社協ホームページへの広告を募集しています。充実したホームページ運営を図りたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
詳しくは、ホームページ（トップ画面下段 “バナー広告募集”）をご覧ください。

（2016年（平成28年）7月31日現在）

56◆ 柳津学区 ◆
　柳津学区は福山市の西部に位置し、南に松
永湾を望む、約 1,220 世帯・人口 3,000 人・
5 つの自治会があり、少子高齢化も進み高齢
化率 31.5％の地域です。
　福祉を高める会は、学区のまちづくり推進
協議会に所属し、公民館・自治会・民生委員・
老人会・生活学校の皆様の協力で活動しております。主な取り組みは、次のとおりです。
○ふれあい・いきいきサロン「やないづ」【毎週水曜日：百歳体操後のコーヒーを飲みな

がらのおしゃべりが楽しみのひとつです。】【毎月第３水曜日：食事会・カラオケ・ゲーム・
講演などのレクリエーションの日です。】【年２回：一人暮らしの方とボランティアの
親睦を兼ね研修旅行を実施し、参加者も多く毎回楽しみにしてくれています。】【年１回：
民生委員・生活学校の協力で、一人暮らしの方へ手作り弁当を配布し、とても喜ばれ
ています。】

○ボランティアの会【毎月１回：高齢者施設の訪問・手伝い】
○おもちゃサロン「ピヨピヨくらぶ」【毎月１回：就学前の子ども・お母さんを対象に、

絵本の読み聞かせや保健師による話・相談など情報交換や交流の場】
○自治会別福祉会のふれあい・いきいきサロン【毎月１回：独自の工夫を凝らし、地域

の井戸端会議を目指しています。】
　こうした活動を通して、地域の方々と楽しい居場所づくりに取り組んでいきたいと考
えております。　　　　　　　　　　　　柳津学区の福祉を高める会　会長　野島 英喜

「かんなべ福祉まつり」開催！「かんなべ福祉まつり」開催！社協介護事業所では、登録訪問介護員(ホームヘルパー)
並びに登録認定調査員を募集します！

社協介護事業所では、登録訪問介護員(ホームヘルパー)
並びに登録認定調査員を募集します！

「かんなべ福祉まつり」開催！

と　き　9 月 25日（日）9:30 ～ 16:00
ところ　福山市神辺文化会館
　　　　（福山市神辺町川北 1155-1）
内　容　
　＜大ホール＞
　太陽保育園、湯田讃歌同好会、実演・講演（金
　澤翔子・泰子）、漫才（宮川大助・花子）など
　＜小ホール＞脳年齢・骨密度測定など
　＜テント村（屋外）＞飲食コーナーなど
　＜その他＞車いす・点字体験コーナーなど
問い合わせ先　社協 神辺事務所　
　電話（084）963-3366　FAX（084）960-0086

「健康と福祉」の祭典
～福祉を高める市民のつどい2016～【応募資格要件】

　■登録訪問介護員＝介護職員初任者研修修了、介護福祉士等
　■登録認定調査員＝介護支援専門員かつ要介護認定調査員新規研修修了
【申込・問い合わせ先】
　登録訪問介護員
　　福山事務所　電話（084）928-1335　FAX（084）928-1336（担当:田頭）
　　新市事務所　電話（0847）52-5549　FAX（0847）40-3143（担当:池川）
　登録認定調査員
　　認定調査センター　電話（084）928-1356　FAX（084）928-1336（担当:髙柗）
【応募期間】9月1日(木)～9月15日(木)　
　応募に関する詳細や採用に関する問い合わせは、お気軽にご連絡ください。

あなたの資格を活かして一緒に働きませんか？
社協介護事業所では、登録訪問介護員(ホームヘルパー)

並びに登録認定調査員を募集します！

第30回

目黒やすし


