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島根県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉
資金貸付制度を実施しています。
本制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や
失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

新型コロナウイルス感染症により、経済的にお困りの方へ新型コロナウイルス感染症により、経済的にお困りの方へ

資金名 対象者 貸付上限 据置期間 貸付利子
・保証人償還期間

緊急小口
資金

新型コロナウイルスの影響を受け、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

20万円 1年以内 不要2年以内

総合支援
資金

新型コロナウイルスの影響を受け、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
※新型コロナウイルスの影響で収入の減
少があれば、失業状態になくても、対
象となります。
※自立相談支援機関への支援申込・支援
決定が必要です。

（単身）
15万円×3か月

（二名以上）
20万円×3か月

1年以内 不要10年以内

※詳しくはお問い合わせください。

福祉用具・軽スポーツ用具無料貸出福祉用具・軽スポーツ用具無料貸出

事業名

福祉用具貸出

軽スポーツ用具貸出

内容

必要な福祉用具の貸出
〇介護用ベッド（マットレスなし）
〇車いす（自操用・他操用）
〇松葉づえ
〇シャワーキャリー
〇ポータブルトイレ

必要なスポーツ用具の貸出
〇ペタンク・ボッチャ
〇クロリティ
〇スカットボール

貸出期間

概ね1か月以内

必要に応じて

受付

随時

随時

美郷町社会福祉協議会　組織体制美郷町社会福祉協議会　組織体制 R4.4.1現在

事
務
局
長　

兒
島 

智
和

介
護
保
険
事
業　

今
岡　

孝

居宅介護支援
事業所 〒696-0701 邑智郡美郷町潮村300-1　TEL：74-6333　FAX：82-2842

今岡 　孝 岡田 知子

事務局
勝部 祐樹 馬堀かおり（兼務）　 小　 良子　 森川　亮　 的場 汐織　 難波 可奈
菅原千惠人 田丸 初女
〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1　TEL：75-1345　FAX：75-1439　夜間・休日 080-2890-8683

訪問介護
事業所

〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1　TEL：75-1353　FAX：74-6310

林　 和恵 西谷こずえ 山田 明美 柳幸佐代子 牛尾八千恵 田中由美子 
伊竹千鶴子 河平 静香 夜間・休日 080-2943-4212

※24時間電話での相談連絡体制をとっています。

通所介護
事業所

（つくし苑）

藤原 英樹 上田 千加 中田孔美子 寺本 幸恵 藤原 孝子 坂根 由起
坪内 隆志 熊谷 崇智 三上 美樹（兼務） 山本 めい（兼務） 三上美紀子 北原さち子
藤原 真理
〒696-0701 邑智郡美郷町潮村300-1　TEL：82-2841　FAX：82-2842

夜間・休日 080-2942-5525
※24時間電話での相談連絡体制をとっています。
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島根県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉
資金貸付制度を実施しています。
本制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や
失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

新型コロナウイルス感染症により、経済的にお困りの方へ新型コロナウイルス感染症により、経済的にお困りの方へ

資金名 対象者 貸付上限 据置期間 貸付利子
・保証人償還期間

緊急小口
資金

新型コロナウイルスの影響を受け、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

20万円 1年以内 不要2年以内

総合支援
資金

新型コロナウイルスの影響を受け、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
※新型コロナウイルスの影響で収入の減
少があれば、失業状態になくても、対
象となります。
※自立相談支援機関への支援申込・支援
決定が必要です。

（単身）
15万円×3か月

（二名以上）
20万円×3か月

1年以内 不要10年以内

※詳しくはお問い合わせください。

福祉用具・軽スポーツ用具無料貸出福祉用具・軽スポーツ用具無料貸出

事業名

福祉用具貸出

軽スポーツ用具貸出

内容

必要な福祉用具の貸出
〇介護用ベッド（マットレスなし）
〇車いす（自操用・他操用）
〇松葉づえ
〇シャワーキャリー
〇ポータブルトイレ

必要なスポーツ用具の貸出
〇ペタンク・ボッチャ
〇クロリティ
〇スカットボール

貸出期間

概ね1か月以内

必要に応じて

受付

随時

随時

美郷町社会福祉協議会　組織体制美郷町社会福祉協議会　組織体制 R4.4.1現在

事
務
局
長　

兒
島 

智
和

介
護
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険
事
業　

今
岡　

孝

居宅介護支援
事業所 〒696-0701 邑智郡美郷町潮村300-1　TEL：74-6333　FAX：82-2842

今岡 　孝 岡田 知子

事務局
勝部 祐樹 馬堀かおり（兼務）　 小　 良子　 森川　亮　 的場 汐織　 難波 可奈
菅原千惠人 田丸 初女
〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1　TEL：75-1345　FAX：75-1439　夜間・休日 080-2890-8683

訪問介護
事業所

〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1　TEL：75-1353　FAX：74-6310

林　 和恵 西谷こずえ 山田 明美 柳幸佐代子 牛尾八千恵 田中由美子 
伊竹千鶴子 河平 静香 夜間・休日 080-2943-4212

※24時間電話での相談連絡体制をとっています。

通所介護
事業所

（つくし苑）

藤原 英樹 上田 千加 中田孔美子 寺本 幸恵 藤原 孝子 坂根 由起
坪内 隆志 熊谷 崇智 三上 美樹（兼務） 山本 めい（兼務） 三上美紀子 北原さち子
藤原 真理
〒696-0701 邑智郡美郷町潮村300-1　TEL：82-2841　FAX：82-2842

夜間・休日 080-2942-5525
※24時間電話での相談連絡体制をとっています。

赤十字社の活動は世界各国で発生する紛争や自然災害により被害を受けた方々への救援活動、被災地や
保健衛生の環境が整っていない地域等に対して、伝染病予防教育、医療機器の整備、飲料水供給・衛生環境
改善事業など多岐にわたります。
また、国内で発生する災害に対して、救護員を速やかに被災地に派遣して医療救護を行い、日本赤十字
社として備蓄している救援物資を提供するほか、義援金の受付も行います。
活動資金は、病院、血液事業、社会福祉事業を除き、「会費」や善意の寄付金が財源となっています。

5月は赤十字運動月間です5月は赤十字運動月間です

小中学校卒業
3月10日に中学校、18日に小学
校の卒業式が行われました。
小学校37名、中学校35名の皆
さん、ご卒業おめでとうございます。
天気も卒業生の門出を祝うかのよ
うな、穏やかな日となりました。
それぞれが自分で選んだ進路へ向
かい、旅立たれます。皆さんの進ま
れる道が、幸い多きものであります
よう、心より願っております。

小学校入学
4月11日に小学校の入学式が行
われました。
新しく小学校へ入学された23名
の児童の皆さん、ご入学おめでとう
ございます。
新しい生活が始まります。元気に
楽しく、色々なことを学びながら身
体も心も大きく成長してください！

小学校入学卒業・中学校卒業祝品の贈呈をしました小学校入学卒業・中学校卒業祝品の贈呈をしました

5月12日は、全国民生委員児童委員連合会が定める「民生委員・児童委員の日」です。
活動強化週間には、地域住民の皆さんや関係機関・団体等に民生委員・児童委員の存在やその活動につい
て一層の理解を深めていただくとともに、信頼関係を築くための活動やイベントが各地で行われます。美
郷町においては、期間中に横断幕の掲示・地域担当の民生委員による個別訪問活動が実施されます。
美郷町では現在29名の民生委員・児童委員と3名の主任児童委員が委嘱されており、社会福祉の増進の
ために地域住民の立場から相談・援助活動を行い、地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする方
と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務められています。

5月12日は民生委員・児童委員の日です
活動強化週間（5月12日～18日）
5月12日は民生委員・児童委員の日です
活動強化週間（5月12日～18日） 民生委員・児童委員のマーク

大和中学校

邑智中学校

大和中学校

邑智中学校
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投稿　みさとの景色投稿　みさとの景色

藤間進さん（沢谷）から投稿いただいた、美郷の春です。
今年も暖かな季節がやってきました。

梅 かたくり

シルバー人材センターシルバー人材センター

3月2日、入会説明会を開催し、2名の方に参加していただきました。
シルバー人材センターとは地域社会との相互交流・連携を目指す公共性・公益性の高い団体です。会員一
人一人が自主的に参加して活動する事を基本とします。
60歳以上で健康で働く意欲と能力があり、シルバー人材センターの趣旨に賛同する方であれば誰でも会
員として参加できます。
現在、美郷町シルバー人材センターでは36名（男性28名・女性8名）の会員が草刈りや障子貼り、剪定、
ハチの巣駆除等、自分の得意分野を活かして活躍中です。
新しく仲間になってくださる方を求めています。ぜひ、ご登録ください。会員の受付は随時行っています。

共同募金助成（交付事業・交付式）共同募金助成（交付事業・交付式）

4月1日に令和4年度地域福祉活動推進助成事業の交付式が行われま
した。
今年度は3団体の申請があり、3月24日の審査委員会で助成金の交
付が決定しました。
皆様から協力いただきました共同募金が助成されました。

交付団体 助成事業

邑智スパローズ 邑智スパローズによる
地域貢献活動

明塚自治会 元気な明塚地区創生事業

NPO法人
島根里山研究所

県道291号線令和4年度
島根県ハートフル事業
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投稿　みさとの景色投稿　みさとの景色

藤間進さん（沢谷）から投稿いただいた、美郷の春です。
今年も暖かな季節がやってきました。

梅 かたくり

シルバー人材センターシルバー人材センター

3月2日、入会説明会を開催し、2名の方に参加していただきました。
シルバー人材センターとは地域社会との相互交流・連携を目指す公共性・公益性の高い団体です。会員一
人一人が自主的に参加して活動する事を基本とします。
60歳以上で健康で働く意欲と能力があり、シルバー人材センターの趣旨に賛同する方であれば誰でも会
員として参加できます。
現在、美郷町シルバー人材センターでは36名（男性28名・女性8名）の会員が草刈りや障子貼り、剪定、
ハチの巣駆除等、自分の得意分野を活かして活躍中です。
新しく仲間になってくださる方を求めています。ぜひ、ご登録ください。会員の受付は随時行っています。

共同募金助成（交付事業・交付式）共同募金助成（交付事業・交付式）

4月1日に令和4年度地域福祉活動推進助成事業の交付式が行われま
した。
今年度は3団体の申請があり、3月24日の審査委員会で助成金の交
付が決定しました。
皆様から協力いただきました共同募金が助成されました。

交付団体 助成事業

邑智スパローズ 邑智スパローズによる
地域貢献活動

明塚自治会 元気な明塚地区創生事業

NPO法人
島根里山研究所

県道291号線令和4年度
島根県ハートフル事業

5月の予定5月の予定

デイサービスセンター つくし苑 NEWSデイサービスセンター つくし苑 NEWS

 10日 くらしの法律相談

 12日 民生委員・児童委員の日

 17日 おでかけ支援（都賀西・上野）

 18日 おでかけ支援（粕渕・浜原）

 19日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

 20日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・潮・曲利・都賀行）

 30日 おでかけ支援（都賀西・上野）

 31日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

 1日 おでかけ支援（粕渕・浜原）

 2日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・潮・曲利・都賀行）

6月

リハビリ ～100歳いきいき体操～
手作りの重りで毎日元気にリハビリ♪

ことわざカルタ ～負けられない戦いがここにある～
わし（わたし）しか勝たん!!

ひな祭り ～つくし苑のお内裏様＆お雛様～　食事もごちそうです。
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困った時は、お電話ください。
社協事業・介護保険・相談・苦情…0855-75-1345
　　　　　　　　 夜間・休日…080-2890-8683

メール：fukushi@misato-shakyo.jp

※美郷町社会福祉協議
会のホームページも
ぜひご覧ください。

美郷町ボランティアセンター
第15回第15回社協って何しとるん？社協って何しとるん？社協って何しとるん？社協って何しとるん？
通常時はボランティアに関わる情報や参加の促進を行い、よりよい社会をつくる為の活動拠点

として、相談・啓発・保険の取り扱い等を行っています。
町内において災害が発生した際は自治体や島根県社会福祉協議会、他の市町村社会福祉協議会、

関係機関等と協力し、ボランティアの取りまとめを行い、被災者の支援にあたります。他の都道
府県において大規模災害が発生した場合、ボランティア派遣を行います。東日本大震災の際も派
遣を行いました。

【お詫びと訂正】
令和4年3月発行の社協だよりこころ第93号において、掲載内容について下記の誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。

訂正：P1投稿写真（表紙）　　（誤）写真投稿：渡邊康文氏 ⇒（正）写真投稿：渡邊泰文氏

毎日、楽しく、夫・愛犬と暮らしています。
月に10日位仕事をしており、仕事の日は、特に目覚めも良
く、楽しく充実しています。勤めて15年目になりますが、可
能な限り続けていきたいです。
カラオケが趣味で、月に1回は、グループで歌っています。
地域のサロンで体操や軽スポーツ、ニコニコ体操にも通って
います。
常に笑顔で、一日一日に感謝しながら、好きな事を続けて
行きたいと思っています。

島田淑子さん 80歳（粕渕）

お元気な友だちを紹介して頂き、
健康の秘訣などをうかがいます。

【山本寛子さん⇒島田淑子さん】

みさとお元気 JYUZUつなぎみさと お元気 JYUZUつなぎ

これからもお元気でお過ごしください。

 やまもと ひろこ しまだ としこ

 しまだ としこ
かすぶち

第8回第8回

前回の
解答問題

やってみよう!やってみよう!

① 一 攫

② 四 六

③ 頭 寒

④ 平 穏

□に適切な漢字を入れ四文字熟語を
完成させてください。

①きもいり 肝煎り ⇔ 肝入り

②あっかん 圧感 ⇔ 圧巻

③ぜんごさく 善後策 ⇔ 前後策

④かんてつ 貫徹 ⇔ 完徹

書き間違えやすい漢字。
どちらが正解でしょうか。

□□
□□
□□
□□

島根　美郷　社協


