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近年、十年に一度の〇〇、百年に一度の〇〇と言われるような災害が全国的に頻発しています。
美郷町内においても、平成30年、令和2年、令和3年と大雨による災害が発生しました。
本会では被災者の発災後の生活復旧・復興に向けた福祉支援活動を円滑に行うため、災害ボラ

ンティアセンターの立ち上げ等の取り組みを行ってい
ます。
令和4年9月15日に邑智大和ライオンズクラブと
美郷町社会福祉協議会の二
者間で美郷町商工会立ち合
いのもと、災害時協定を結
び、調印式を行いました。
災害時協定は両者が協力
し円滑な支援を迅速に行う
事を目的としています。

邑智大和ライオンズクラブとの災害時協定を締結邑智大和ライオンズクラブとの災害時協定を締結

共同募金活動が10月1日から全国一斉スタートしたことを受け、美郷町内2箇所（美郷町役場前・
グリーンロード大和）にてPR活動を行いました。
朝のお忙しい時間、募金等にご協力いただき、ありがとうございました。

赤い羽根共同募金PR活動を実施しました（10月3日）赤い羽根共同募金PR活動を実施しました（10月3日）

■共同募金運動の期間：10月1日から翌年3月31日

PR活動募金総額28,236円PR活動募金総額28,236円
共同募金としてお寄せいただいた募金は、島根県内で子ども
たち、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動や、
災害時支援に役立てられます。
募金による助成には、美郷町での活動を応援する地域助成と、
市区町村を越えた広域での活動や先駆的な活動を応援する広域
助成があります。

ご協力ありがとうございました。引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。

集まった募金による助成

広域助成
広域での活動や
災害時の備え等

地域助成
地域活動（美郷町）
への助成

広域助成
広域での活動や
災害時の備え等

地域助成
地域活動（美郷町）
への助成

7割7割

3割3割
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新型コロナウイルスの感染拡大で、3年ぶ
りに町外へ出掛けての開催でした。
2日間、計5名の皆さんに参加して頂きま
した。
満開のコスモスが、風にゆられて秋を感じ
ました。温泉と会食でリフレッシュされ「心
の洗濯が出来ました」と喜んでおられました。
両日とも晴天に恵まれ、絶好の観光日和で
した。

コスモス会 in 東三瓶フラワーバレー＆さんべ荘（10月12日・14日）コスモス会 in 東三瓶フラワーバレー＆さんべ荘（10月12日・14日）

老人クラブ会員33名が参加し、いきいき運動会を
開催しました。
魚つりやグラウンドゴルフのホールインワンなど5
種目を全員参加で楽しみました。中でも、コロナ感染
対策として実施したじゃんけん勝ち抜きゲームでは、
上位4名に賞品が有り白熱しました。最後の玉入れは、
制限時間内に玉の全部が籠に入りとても盛り上がりま
した。
終始、歓声が沸き起こり楽しいひと時になりました。

老連いきいき運動会（10月19日・みさと館）老連いきいき運動会（10月19日・みさと館）

好天に恵まれ、男女混合のチームで和気あいあ
いと行われました。開始時は少し寒さも感じまし
たが、皆さんの盛り上がりを受けるように、時間
が経つにしたがい、徐々に暑くなっていきました。
きらりと光るプレーやホールインワンも連発！
普段皆さんが一生懸命に取り組まれている成果が
十分に発揮された大会となりました。
優勝は高木繁基さんでした。おめでとうござい
ます！

チャリティーグラウンド・ゴルフ大会（10月20日・防災公園）チャリティーグラウンド・ゴルフ大会（10月20日・防災公園）

『じぶんの町を良くするしくみ』として行われて
いる赤い羽根共同募金運動の一環として、共同募
金への理解を深め、ご協力いただく事を目的とし
て開催しました。今年で第8回を迎えました。
良く晴れた青空の下、参加者31名にてとても楽
しく気持ち良くプレイしました。
優勝は門手功汎さんでした！
おめでとうございます。
ナイスショット！

チャリティーゴルフ大会（10月26日・クラシック島根カントリークラブ）チャリティーゴルフ大会（10月26日・クラシック島根カントリークラブ）
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雨で延期となり、当初72名だった参加者が55名となりました。
来賓に嘉戸美郷町長をお迎えして行いました。
この大会は、郡内3町が持ち回りで開催しています。美郷町では4

年ぶり2回目の開催となりました。
競技途中より青空が広がり、ホールイ
ンワンも1ラウンドに2回された方を含
めて8名の方見事決められていました。
結果は、優勝 清原金曹さん（川本町）、準優勝 木村まさ子さん（邑
南町）、第3位 井原希江さん（美郷町）でした。

邑智郡老連グラウンド・ゴルフ大会（10月27日・防災公園）邑智郡老連グラウンド・ゴルフ大会（10月27日・防災公園）

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

1日目は3チームに分かれ運動会の開幕です！
各チームのリーダーが選手宣誓。
皆さん競技になると必死で!! 本性現る（笑）

ホクホク美味しいサツマイモの季節がやってきました！
みんなで「ヨッコラセ」と
掘った芋はもちろん！！つくし苑のシェフにお任せあれ

季節の行事や出来事など、色々なつくし苑
ニュースを発信しています。
ぜひご覧ください
検索にはQRコードを読み込んでください。

　荒城の月　　素敵な舞でした

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。

書き間違えやすい漢字です。
どちらが正しいでしょう。
①不仕末 ⇔ 不始末
②見得を張る ⇔ 見栄を張る
③精魂尽きる ⇔ 精根尽きる
④ご破産 ⇔ ご破算
⑤追徴金 ⇔ 追懲金
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新型コロナウイルス感染症蔓延予防のため、歳末チャリティーショーの開催を2年間中止して
おりましたが、今年度はチャリティー神楽上演を開催します。

チャリティー神楽大会を開催しますチャリティー神楽大会を開催します

■日　　時： 令和4年12月4日（日）
 開場：午後13時30分　開演：午後14時
■場　　所： みさと館 町民ホール
■入 場 料： 無料
■対 象 者： 美郷町民に限ります

■出演団体： 都神楽団・忍原地頭所神楽団・大和中学校

※町民確認は身元を証明する物（みさとと。Payカードなど）で
　確認をさせていただきます

感染症予防のため、次の項目に該当する
方の入場はご遠慮ください。

※神楽大会は新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合がございますので、ご了承ください。

チャリティープロレス in 美郷の開催についてチャリティープロレス in 美郷の開催について

■日　時： 令和4年12月15日（木）
 19時試合開始（18時30分開場）
■会　場： みさと館
■入場料： 前売券・2,000円　当日券・2,500円
 ※保護者同伴であれば小中学生は無料
 ※社協でも前売券の取り扱いがあります
■主　催：アジアンプロレスリング（070-5599-0115）

※新型コロナウイルス感染症対策を実施します。

プロレスが美郷へ！観戦する機会が少ない格闘技です。
これを機会にぜひライブで応援してみては!!

コスモス会
第19回 社協って何しとるん？社協って何しとるん？社社協協っててってててってっってて何何何 んんんんんしししとしし んるしととるるん？？？？？？？？？社協って何しとるん？
自宅で介護をされている方を対象とした、リフレッシュを兼ねた介護者間の交流会事業です。
昼食を中心に開催しております。温泉や様々な企画でご参加をお待ちしております。
※新型コロナウイスル感染症の状況により中止や定員を制限させていただく
場合がございます。

令和4年12月・令和 5年1月の予定令和4年12月・令和 5年1月の予定

12月 1月

 13日 くらしの法律相談

 15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）

 19日 おでかけ支援（潮・曲利・都賀行）

 23日 おでかけ支援（都賀西・上野）

 26日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

 27日 おでかけ支援（粕渕・浜原・潮・曲利・都賀行）

 28日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷）

 10日 くらしの法律相談

 10日 おでかけ支援（都賀西・上野）

 11日 おでかけ支援（粕渕・浜原）

 12日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

 13日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・潮・曲利・都賀行）

 24日 おでかけ支援（都賀西・上野）

 25日 おでかけ支援（粕渕・浜原）

 26日 おでかけ支援（都賀本郷・長藤）

 27日 おでかけ支援（沢谷・地頭所・港・小谷・潮・曲利・都賀行）
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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

令和4年1・2月生れの赤ちゃんを募集中！！

TEL：0855-75-1345
メール：fukushi@misato-shakyo.jp令和4年12月11日（日）応募締切

令和5年1月に発行される「みさと社協だより こころ99号」に掲載を希望される方はご連絡下さい。

問い合わせ・申込

笑顔で元気に
育ってほしいです♡

仲良し3姉弟で家族楽しく過ごそうね。
産まれてきてくれてありがとう♡ 1歳おめでとう

日課は薬、食事のカロリー、血圧など他に5項目をメモして1
日の健康状態の確認をしたり、テレビの健康番組の情報をメモす
ることです。
食品の添加物や原産地（国産）であるかなど、食べ物にも気を
付けています。
毎週水曜日は、青空サロンに出掛けて皆さんに会えるのを楽し
みにしています。認知症予防には人との交流が1番だと思います。
講師の方から勧められた習字も15年目になりました。

私の一番の心の健康は『自由で平和な世界』だと思っています。世界中にそのような日が1
日も早く来ることを祈っています。

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。

これからもお元気でお過ごしください。

【川崎直子さん⇒針原裕子さん】
 かわさき なおこ はりはら ひろこ

針原裕子さん 79歳（簗瀬）
はりはら ひろこ


