
出張!くらしの相談所みさと（2）　フードドライブ強化月間（2）　赤い羽根共同募金公募助成金交付式（2）　
募金へのご協力のお願い（3）　米寿・ご長寿夫婦へお祝いカタログギフトをお届け（3）　
『しまねの社協がそこにある!』開設（3）　 月は里親月間（3）　生活福祉資金のご案内（4）　 ・ 月の予定（4）　豆知識（4）　
デイサービスセンターつくし苑NEWS（5）　みさとお元気JYUZUつなぎ（6）　頭の体操（6）　社協ってなにしとるん?（6）

目
次

大和大橋から江の川に映る夕日

写真投稿：岡﨑鋼厚氏（上野）
おかざきかねあつ



令和４年９月� 第 97号みさと社協だよりこころ

�

令和4年度地域福祉活動推進事業（2次募集）の交
付式が行われました。3団体の申請があり、7月27日
の審査委員会で助成金の交付を決定しました。
助成団体を代表して、おむすび実行委員会の西上代
表より「本当にうれしい。一生懸命、人と人を結んで
頑張ります。」とお礼の言葉がありました。

赤い羽根共同募金公募助成金交付式を行いました（8月1日）赤い羽根共同募金公募助成金交付式を行いました（8月1日）

皆様のお住いの地域（旧小学校区）へ美郷町社会福祉協議会の職員が出張します。
〈相談していただけることの例〉

・お金のこと （負債が多い、家計のやりくりがうまくできない等）
・会費を払いたい （日赤会費、共同募金、社協会費等）
・法律的な心配事 （土地や家の登記を当代に変更していない、相続等）
・生活のこと （引きこもり、子どものこと、仕事のこと等）
・イベントを開催したい （あいサポーターの研修、サロンのお手伝い等）
・環境のこと （家の中が片付かない、草が生えて困っている等）等

〈開催場所・日程〉

出張！くらしの相談所みさと ～一人で悩まずご相談を～出張！くらしの相談所みさと ～一人で悩まずご相談を～

町民の皆さんからお米などの寄贈を頂きました。
受け取られた方々から、「ありがとうございます。
助かりました」とお礼の言葉がありました。
「食べる」ことに対してお困りの方も多くいらっしゃ
います。この度は強化月間としてフードドライブを実
施しましたが、随時社協にて寄贈受付を行っておりま
す。受取にも伺っております。
これからも、皆様のご支援をお願いいたします。

フードドライブ強化月間（8月1日～31日）フードドライブ強化月間（8月1日～31日）

開催場所 開催日 開催場所 開催日

浜原隣保館 月５日（水） 比之宮交流センター 月 日（金）

君谷交流センター 月７日（金） 都賀行交流センター 月 日（月）

大和事務所 月 日（水） 沢谷交流センター 月 日（火）

吾郷公民館 月 日（木） 悠花の郷（別府） 月 日（水）

開催時間はいずれも13:30～16:30です。
※相談は無料です。　　※個人情報は固く守ります。
※専門的な知識を必要とする相談（法律相談等）は各専門家へのつなぎを行います。
※予約は不要です。開所時間内にお越しください。

ありがとうございました！ありがとうございました！

交付団体 助成事業

おむすび実行委員会 「地域食堂 おむすび」
備品整備事業

美郷太陽花
～しゅうてんか～

美郷太陽花～しゅうてんか～
による地域応援活動

地域コミュニケーション事業
（朝市・屋外食事会）にこっと会
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島根県内の20社協が一体となって取り組む
「オールしまね社協ブランド推進事業」の一環
として、各社協が実施している活動を広く県民
の皆様に知っていただくため、ウェブページを
開設いたしました。
サイト名は『しまねの社協がそこにある！』
略して『しまそこ』！
美郷町社協がどのような取り組みを行ってい
るか、また他市町村がどのような取り組みを

行っているかをご覧いただくことができます。
美郷町社協に実施して欲しい活動があればご
意見をお寄せください。

『しまねの社協がそこにある！（しまそこ）』開設です !!『しまねの社協がそこにある！（しまそこ）』開設です !!

様々な事情により、家族と一緒に生活するこ
とができない子どもたちがいます。里親とはこ
うした子どもたちを自分の家に迎え入れ、家庭
的な環境の中で愛情を込めて養育してくださる
方です。
里親の家庭で愛情に包まれて、家族の一員と
して暮らすことにより、子どもたちは一人の人
間として大切にされ、愛されているという感覚
をもちながら育つことができます。
里親には、子どもが親と一緒に生活出来るよ
うになるまで養育する「養育里親」と養子縁組
により養親となることを希望する「養子縁組里
親」があります（このほかに専門里親、親族里
親があります）。
子どもが好きで、愛情と熱意を持って、真心
を込めて養育してくださる方を求めています。

養育里親の場合は、長期の養育だ
けでなく、月に1～2回程度、主に
土日や長期休み中に数日といった
短期間の家庭生活体験をさせてく
ださる方も求めています。里親に
なるためには特別な資格は必要あ
りませんが、必要な研修を受講することと、里
親を希望する方とその同居人が欠格事由等に該
当しないこと、経済的に困窮していないことが
必要です。

■里親制度に関心がある方はお問い合わせくだ
さい。

10月は里親月間です10月は里親月間です

令和4年度（第76回）赤い羽根共同募金運動が10月1日よ
り全国一斉にスタートします。
美郷町内においても毎年、10月1日に街頭募金を実施してお
ります。本年は10月3日に赤い羽根共同募金運動PR活動を実
施いたします。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

募金へのご協力をお願いいたします募金へのご協力をお願いいたします

町内の米寿の方、ご長寿夫婦（共に80歳を
お迎えになられるご夫婦）を対象に美郷町社協
が作成した敬老祝いオリジナルカタログギフト
を7月にお贈りしました。
米寿の方にはタクシー券等を、ご長寿夫婦の
方には温泉付き昼食ご招待等を企画しました。
お選びいただきました品につきましては敬老
週間に合わせて、皆さまへお届けいたします。

米寿・ご長寿夫婦へお祝いカタログギフトをお届けしました米寿・ご長寿夫婦へお祝いカタログギフトをお届けしました

R3年度街頭PR▶

○ウェブページURL　https://www.shimasoko.jp/

中央児童相談所 Tel. 0852-21-3168
出雲児童相談所 Tel. 0853-21-0007
益田児童相談所 Tel. 0856-22-0083
隠岐相談室 Tel. 08512-2-9706
浜田児童相談所 Tel. 0855-28-3560
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10・11月の予定10・11月の予定

10月 11月

3日 赤い羽根共同募金PR活動

11日 くらしの法律相談

14日 おでかけ支援（粕渕・浜原・都賀西・上野）

17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）

27日 おでかけ支援（都賀西・上野）

28日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

31日 おでかけ支援（粕渕・浜原・潮・曲利・都賀行）

1日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷）

8日 くらしの法律相談

15日 おでかけ支援（都賀西・上野）

16日 おでかけ支援（粕渕・浜原）

17日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

18日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・潮・曲利・都賀行）

28日 おでかけ支援（都賀西・上野）

29日 おでかけ支援（粕渕・浜原・都賀本郷・長藤）

12月1日 おでかけ支援
（沢谷・地頭所・港・小谷・潮・曲利・都賀行）

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 !!

生活福祉資金とは島根県社会福祉協議会が行う貸付制度です。経済的自立及び社会参加を推進
する目的で運営されています。
教育支援資金は、生活福祉資金の中の1つで、低所得世帯に対し、学校教育法に規定する高等
学校、大学、短期大学、専修学校（専門課程）、高等専門学校等に就学するのに必要な費用を下記
の条件によりお貸しする制度です。
【対象】島根県内にお住まいの低所得世帯で、以下の①～④の必要な資金の融通を他から受けるこ

とが困難であると認められる世帯。
① 他の公的資金（母子父子寡婦福祉資金、島根県育英会、日本学生支援機構（給付型奨学金・
第一種奨学金）、介護福祉士等修学資金、保育士修学資金）の貸付が不採用・対象外の方

② 現在、他の資金の貸付の申込みをしており、学費等納入期日までに決定が間に合わない方
③ 他の資金の貸付が決定しているが、なお資金が必要な方
④ 他の資金の貸付が決定しているが、その資金が貸与される前に必要な資金の確保が困難な方
※ 世帯の所得制限（収入基準）があります。詳しくはお問い合わせください。
※ 他の公的資金が利用可能である世帯は、それらを優先してご利用いただく必要があります。な
お申し込みをされていない方は、他の資金の申し込みをしていただくことが条件となります。

奨学金の申し込み方法、金額、償還、利子、その他についの詳細はお問い合わせください。

生活福祉資金（教育支援費・就学支援費）のご案内生活福祉資金（教育支援費・就学支援費）のご案内

お守りは「1年」が効力の期限（あくまで目安）だと言われています。
元々は鎌倉時代に伊勢神宮の使い人（御師）が、1年をかけて全国に配布した古い神札（神宮大麻）を

携行しているお祓い箱に回収つまり返納し、新しい神札を授けていたことに由来しています。
そこから1年を過ぎると効力が失われるまたは穢れが蓄積するとされ、初詣に返納して新しいお守りを

授かるという今の流れになったようです。
また、1年に限らず合格祈願、病気平癒、安産祈願などは願いがとき（満願）が返納の目安です。

−お守りの期限−−お守りの期限−
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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

つくし苑では町民の皆様をはじめ、多くの方につくし苑の活動を知っていただくため、
フェイスブックを開設しております。ぜひご覧ください。

『つくし苑 Facebook』をご覧ください

つくし 苑のご利用者を募集していますつくし 苑のご利用者を募集しています
通所される皆様を、 家族のように支えたい。
笑顔を大切に 「一期一会」 の心で対応しています。

利用が可能なのは要支援・要介護度の認定を受けられた方です。
月曜日から土曜日（12/29～1/3を除く）の9時15分～16時30分の間、日帰りにてご利用者
の身体・精神面に応じた入浴や食事、介護の提供を行います。介護・生活等についての相談・助言、
健康状態の確認といった支援も行っています。また、楽しみを持ち普段の生活がより豊かなもの
となるよう、レクリエーション等の趣味活動も実施しています。
心身をリフレッシュし、集団での社会的な交流をはかることで、孤立感を癒し、自立を支援し
ます。
まずは、担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）へご連絡ください。

ジャガイモ収穫ジャガイモ収穫ジャガイモ収穫ジャガイモ収穫
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短冊に願いを込めて・・・
そうめんにも願いを込めて・・・
By つくし苑の彦星

短冊に願いを込めて・・・
そうめんにも願いを込めて・・・
By つくし苑の彦星
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夏まっさかり!!
太陽にも負けない
大輪のひまわり!!

夏まっさかり!!
太陽にも負けない
大輪のひまわり!!

つくし苑・夏つくし苑・夏つくし苑・夏つくし苑・夏



令和４年９月� 第 97号みさと社協だよりこころ
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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11・12月生れの赤ちゃんを募集中!!令和3年11・12月生れの赤ちゃんを募集中!!令和3年11・12月生れの赤ちゃんを募集中!!令和3年11・12月生れの赤ちゃんを募集中!!
令和4年11月に発行されるみさと社協だよりこころ98号に
掲載を希望される方はご連絡下さい。

福祉用具等貸出事業
第18回第18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？
車いすや電動ベッド等の福祉用具について、短期間（概ね1カ月以内）の貸し出しを行ってお
ります。購入やレンタルをするまでの間や施設や病院からの一時帰宅、旅行、散歩や買い物、一
時的に必要になり、購入するまでもない場合等にご活用ください。
数に限りがありますので、事前にお電話にてご相談ください。
貸出については無料ですが、破損されたの場合は修繕等をお願
いする場合がございます。

前回の
答え問題

やってみよう!やってみよう!

この図形を点線に
沿って2つに切って
組み合わせると長方
形になります。
どのように切れば
良いでしょうか。

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。

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

朝は布団の上で、足や手を動かして簡単な体操をしてから
起きるようにしています。
毎週水曜日は、朝から青空サロン市場と青空クラフト（猪
皮製品制作）で1日が終わります。サロン市場は、月に1回
当番があり、ご馳走や会場の準備をしています。一週間の中
心が水曜日になっています。家の前の畑をしたり、庭の草取
りをして思いのままに暮らしています。

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。

【福田美智江さん⇒川崎直子さん】

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。

 ふくだ みちえ かわさき なおこ

第11回第11回

川崎直子さん 82歳（乙原）
かわさき なおこ

おんはら


