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美郷町内の有志で結成されたおむすび実行委員会で活動されている『地域食堂 おむすび』は毎月大和地
域（長藤集会所）、邑智地域（保健福祉センター）で開催されています（毎回30食）。夏休み等は出張開
催もあります。
テレビ取材も受けられました。地域食堂はどなたでも参加いただけるあたたかな居場所です。
地域の方々からも食材等を寄付されており、地域に根付いた
活動を展開されています。

写真投稿：おむすび実行委員会さん　撮影地：悠花の郷（別府）【開催予定】
開催時間

17:00～18:00
11:30～12:30
16:30～18:00
11:30～12:30

開催予定日
9/26(月)・10/24(月)・11/28(月)
2/20(月)
9/27(火)・10/25(火)・11/29(火)
2/24(金)

会場

長藤集会所

保健福祉センター

※小中学校の長期休暇月には、昼食時にあわせ「出張地域食堂」を開催します。
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法人運営事業法人運営事業
蘆会　費：1,976,200円
蘆寄付金：1,966,500円
蘆理事会・評議員会・各種委員会の開催
蘆広報誌「こころ」年 7回発行
蘆ホームページ運営
蘆社会福祉法人等連絡会の事務局 など

障がい児・者福祉推進事業障がい児・者福祉推進事業
蘆あいサポート運動の推進
蘆ユニバーサル交流会

シルバー人材センター事業シルバー人材センター事業
地域の「臨時的、短期的な作業」の請負
蘆除草作業　蘆剪定作業
蘆障子の張替作業 など

福祉相談や権利擁護事業福祉相談や権利擁護事業
蘆総合相談窓口「くらしの相談所みさと」の運営　蘆生活困窮者自立支援事業
蘆生活福祉資金・民生融金等の貸付事業　蘆フードバンクの推進
蘆法人後見人等受任事業　蘆日常生活自立支援事業 など

児童福祉推進事業児童福祉推進事業
蘆新生児誕生祝事業
蘆小中学校入学卒業祝品贈呈事業
蘆ひとり親家庭入学・卒業準備金支援事業

各種団体支援・助成事業推進各種団体支援・助成事業推進
蘆連合自治会や地域社協の活動支援
蘆民生児童委員協議会や老人クラブ連合会
の活動支援
蘆地域共生社会創造助成金事業

高齢者福祉推進事業高齢者福祉推進事業
蘆75歳以上ひとり暮らし者歳末訪問
蘆おでかけ支援事業
蘆敬老祝い品贈呈事業 など

令和3年度
美郷町社会福祉協議会

■地域福祉事業

■介護保険事業

事業報告及び決算

居宅介護支援事業居宅介護支援事業
利用者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、介護保険サービスを計画し、日常生活を支
援しました。
蘆介護保険事業　蘆介護保険予防事業　蘆総合事業

訪問介護事業訪問介護事業
利用者の在宅生活を支える主要な事業として、信頼と安心を届けられるよう、利用者の立場を
尊重したサービス提供に努めました。
蘆介護保険事業　蘆介護予防、日常生活支援総合事業　蘆障害福祉サービス事業
蘆訪問型サービスＡ事業

通所介護事業通所介護事業
住み慣れた地域で利用者、家族の意向に沿った暮らしを実現するために、新型コロナウイルス感染
症対策にも留意しながら、潜在的ニーズを把握し、必要とされるサービスの提供に努めました。
蘆介護保険事業　蘆介護予防、日常生活支援総合事業　蘆「食」の自立支援事業
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皆さんが撮影された、美郷町の写真を募集しています。テーマは自由です。
応募いただきました写真は、広報にて掲載させていただきます。

写真を募集しています！！写真を募集しています！！

「フードバンク」とはまだ食べられるのに、様々な理由で捨てられてしまう食べ物を寄付してい
ただき、食の支援を必要としている施設や個人の方々へお届けする活動です。
「フードドライブ」とは家庭や企業で余っている食品を持ち寄って、フードバンクに寄付をして
いただく食品寄贈運動です。
美郷町社会福祉協議会ではフードバンクを実施しており、この度、フードドライブを開催します。
社協までお持ちいただくか、ご連絡を頂ければ受け取りにお伺いいたします。
「もったいない」から「ありがとう」へ。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

【受け取りできる食品】
●常温で保存できる　●開封されていない　●賞味期限が明記され、残り２か月以上ある
例：米、缶詰（肉・魚・野菜・果物）、インスタント・レトルト食品、パスタ等の乾物、醤油・味噌・
砂糖等の調味料

※ただし、アルコール類、賞味期限の記載がないもの（米等を除く）、外装が破れているもの
は受け取り出来ません。

特に『お米』『インスタント食品』『缶詰』『レトルト食品』を
求めています！

フードドライブへのご協力をお願いします（8/1～8/31）フードドライブへのご協力をお願いします（8/1～8/31）

シニア・スマホ教室は昨年度も開催し、大好
評をいただきました。今年度も全4回で開催い
たします。
前期の第1回邑智会場を6月21日に保健福祉
センター、大和会場を7月5日に大和事務所に
て開催しました。
後期を9月から予定しております。
前期同様全4回となります。7月20
日から募集を開始します。本日、案
内チラシを配布しました。皆様のご
参加をお待ちしております。

シニア・スマホ教室を開催しました　～前期～シニア・スマホ教室を開催しました　～前期～

あ〜
来て良かっ

た！！

■令和3年度決算額

収入総額
円 円 円 円 円 円

 地域福祉 居宅 訪問 通所 シルバー人材センター 合計

支出総額
円 円 円 円 円 円

 地域福祉 居宅 訪問 通所 シルバー人材センター 合計

当期資金収支差額
 △ 円 円 △ 円 △ 円 円 △ 円

 地域福祉 居宅 訪問 通所 シルバー人材センター 合計

当期末支払資金残高
※前期末支払資金残高含む 円 円 円 円 円 円

 地域福祉 居宅 訪問 通所 シルバー人材センター 合計
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●目的 美郷町民が主体となり、仲間・役割づくり、見守り等を目的とし活動する団
体等に交付することにより、活性化・地域づくりの向上に資することを目的
とする。

●応援対象の要件 美郷町民5名以上の民間グループ・民間団体。年間6回以上の活動を計画実施。
●応援金額 5千円（使途については限定しない）
●実施期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
●応募方法他 所定の「申請書」を令和4年9月30日迄に提出。精査の後、翌月に交付。

事業実施期間後、所定の「報告書」を提出。
※所定の「申請書」「報告書」はHPからダウンロードできます。各交流センター、
社協にも備えています。

自由な活動応援金申請受付中自由な活動応援金申請受付中

美郷町老人クラブ会員33名の参加のもと、開催しました。
昨年度は開会式の中止や人数を制限する等の制約がありましたが、マスクや消毒等の感染対策を
徹底し、人数制限を設けることもなく、開会式も執り行いました。
気温30℃近くまで上がった晴天の空の下でプレーを楽しまれました。
充実した交流会となりました。

グランドゴルフ交流会開催!! in 防災公園（5月24日）グランドゴルフ交流会開催!! in 防災公園（5月24日）

福祉職場に就職を希望する方や令和5年3月卒業見込みの学生への就職支援を目的に開催します。
無資格・未経験の方、他業種からの転職をお考えの方も歓迎です！

■期日・会場 場所：いわみーる（島根県浜田市野原町1826-1）
  日時：令和4年8月12日（金）13:30～15:30（受付13:00～）
■内容  〇事業所PRコーナー（動画上映）　〇就職支援機関等による個別相談コーナー
  〇事業所による就職面談コーナー
  　・島根県福祉人材センター　・ハローワーク
  　・介護・保育の就職、就学に関する貸付資金相談コーナー
■申込方法 島根県福祉人材センターホームページの特設ページをご確認ください。
  ※事前申込特典としてオリジナルグッズをプレゼント！
  参加法人との相談については事前予約制（先着順）とします。
  ※参加無料、事前申込必要
■問合せ先 社会福祉法人　島根県社会福祉協議会（島根県福祉人材センター　石見分室）
  電話：0855-24-9340
  ホームページ：https://www.shimane-fjc.com

しまねの福祉・保育
職場合同相談会浜田会場におこしください！
しまねの福祉・保育
職場合同相談会浜田会場におこしください！
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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

8・9月の予定8・9月の予定

8月 9月

9日 くらしの法律相談

12日 おでかけ支援（粕渕・浜原・都賀西・上野）

16日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・都賀本郷・長藤）

18日 おでかけ支援（潮・曲利・都賀行）

26日 おでかけ支援（粕渕・浜原・都賀西・上野）

29日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・都賀本郷・長藤）

30日 おでかけ支援（潮・曲利・都賀行）

13日
くらしの法律相談
おでかけ支援（都賀西・上野）

14日 おでかけ支援（粕渕・浜原）

15日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

16日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・潮・曲利・都賀行）

21日 おでかけ支援（粕渕・浜原）

22日 おでかけ支援（都賀西・上野）

26日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・都賀本郷・長藤）

27日 おでかけ支援（潮・曲利・都賀行）

石見ワイナリーホテル美郷石見ワイナリーホテル美郷
お隣さん、「こ～んにちは～！」
いつもとは逆の景色で最高でした☆
お隣さん、「こ～んにちは～！」
いつもとは逆の景色で最高でした☆

つくし農苑つくし農苑

苺もマメ（豆）に収穫いたします（笑）苺もマメ（豆）に収穫いたします（笑）

甘くておいしい新玉ねぎ♪ 大収穫でした！甘くておいしい新玉ねぎ♪ 大収穫でした！

顔より大きいまげなキャベツ！
いただきま～す♡

顔より大きいまげなキャベツ！
いただきま～す♡

農作業はやっぱりお手のもの♪
流石、プロです！
農作業はやっぱりお手のもの♪
流石、プロです！
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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。

島根　美郷　社協

■応募締切　令和4年8月11日（木）
■問い合わせ・申込 TEL 0855-75-1345
 メール：fukushi@misato-shakyo.jp

令和3年9・10月生れの赤ちゃんを募集中!!令和3年9・10月生れの赤ちゃんを募集中!!令和3年9・10月生れの赤ちゃんを募集中!!令和3年9・10月生れの赤ちゃんを募集中!!
令和4年9月に発行されるみさと社協だよりこころ97号に掲載を希望される方はご連絡下さい。

美郷町シルバー人材センター
第17回第17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？
概ね60歳以上の健康で働く意欲と技術のある高齢者の会員で構成された団体です。
草刈りや障子張り、お墓の掃除、ハチの巣駆除等で多くの会員が活躍中です。
会員は随時募集しています。
作業のご依頼はTEL 0855-75-1345までお願いします。作業の内容により、料金は
異なりますので、作業をご希望の場合はまずはご連絡ください。

作業例） 草刈り ：１時間  1,500円 （燃料費込み）
 剪定 ：１時間  1,720円 （燃料費込み）

前回の
解答問題

やってみよう!やってみよう!

①～③の説明とⒶ～Ⓒの四文字熟語を正しい組
み合わせにしてください。

マッチ棒5本を使って左向きの馬を作りま
した。マッチ棒を1本だけを動かして馬を
右向きに変えてください。地面の位置が変
わるのはOKです。①心が落ち着いて感情的にならない

②止めたいほど勢いがあること

③世間の評価に相応しく活躍すること

Ⓑ冷静沈着

Ⓒ破竹之勢

Ⓐ面目躍如

毎朝、新聞を読む事が日課です。『気ままに生きる』で日々
楽しく生活しています。毎週水曜日、青空クラフトへお弁当
やおやつを持ち寄り、猪皮製品の制作を楽しく行っています。
料理をすることが好きなので、よくお友達に振舞います。
月３回のニコニコ体操、グラウンドゴルフ、短歌教室など
にも通っています。昨年からは、自治会の役員を引き受けま
した。配布物の仕分作業が脳トレになればと思っています。

福田美智江さん 79歳（吾郷）

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。

【門田明子さん⇒福田美智江さん】

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。

 かどた あけこ ふくだ みちえ

 ふくだ みちえ

第10回第10回


