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　府中町には、不幸にして身寄りがないままにお亡くなりにな
られた方々が埋葬された「府中町無縁墓地」が山田墓苑内に
あります。
　そこには、「府中町民一同」と
刻まれた「無縁仏合祀記念」の
石碑が建立（昭和47年）されて
います。
　本年も、8月9日に北部・南部
町内会連合会の主催により、町
長、議長、副町長、教育長、行政
関係職員、民生委員児童委員協
議会連合会、老人クラブ連合
会、社会福祉協議会が、無縁墓
地にお参りしました。

無縁仏の供養無縁仏の供養

平成
２４年度 府中町社会福祉大会 開催

東日本大震災義援金
受付期間

延長のお知らせ

平成25年3月31日（日）まで延長になりました。
・日本赤十字社広島県支部安芸地区府中町分区
・広島県共同募金会府中町支会

どなたでも
参加できます。

手話通訳がついています。
駐車場が少ないので、なるべくお車での
ご来場は、ご遠慮ください。

日　時

場　所

平成24年11月17日（土）
10：00～12：00　
老人福祉センター　
福寿館　大ホール
（府中町浜田本町5-25）

日本赤十字社
社資募集運動に
ご協力ありがとう
ございました。

日本赤十字社広島県支部安芸地区府中町分区
平成24年度

日赤社資募集実績額 5,620,655円
（平成24年9月15日現在）

　皆様から集まった社資は、広島県支部へ送金し、災害救護活動や、
医療事業、血液事業の推進、国際活動等に、役立てられます。

こんにちは。高齢者のよろず相談窓口こんにちは。高齢者のよろず相談窓口

問合せ先

高齢者に関する相談は、地域包括支援センターまで

地域のみなさん

主任ケアマネジャー 社会福祉士保健師

高齢者のさまざまな相談ごと

　本人・家族・主治医・行政・地域等と連携をとり、
総合的に支援します。

■近所の一人暮らしの高齢者が心配。
■地域の高齢者と交流できるサークルを教えてほしい。
■認知症の高齢者が言うことを聞かないのでつい怒鳴ってしまう。
　どうしたらいいか。
■サービス事業者に不満があるが直接言いづらい。

　主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などが中心となり、お互いに連携を
とりながら、「チーム」として活動しています。

　介護に関する心配や悩み以外にも、健康や生活のことなど、高齢者に関することなら
なんでもご相談ください。「どこに相談すればよいか分からない」
といった相談内容でも、地域包括支援センターで
受け付けています。お気軽にご相談ください。

府中町地域包括支援センター（ふれあい福祉センター 2階）

電話 （082）285-7290 ファックス （082）287-3467

まずは
ご相談ください

有料広告募集

広告の体裁・料金

掲載位置
表紙を除く各ページの
最下部とする

金　額
（１回）

サイズ

10,000円
（社協会員8,000円）

年間契約
（４回）

40,000円
（社協会員30,000円）

タテ4cm×ヨコ6cm

「社協だより ふれあい府中」
　広報誌「社協だより　ふれあい府中」に広告協
賛していただける企業・団体を募集しています。

このサイズです

○平成24年度
　　府中町社会福祉功労者　表彰式
○記念講演
　　演題「好感度を上げるための
　　　　 3つのコミュニケーションルール」
　　講師　堀　中　嶽　水 さん

ほり　　　なか　　　がく　　　すい

（　　　　　　　　　　　　　）日本メンタルヘルス協会認定
心理カウンセラー

内　容

？
？

地域包括支援センターです。地域包括支援センターです。 いらっしゃい
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「サマースクール」実施しましたふれあい学習塾を開催しました
夏休み
体験学習

障がいのある
子どもたちの

集中しています！！

進んで包丁を握ります

7/25(水)さをり織り教室 8/9(木)料理教室

好きな楽器を選んで合奏♪

部屋を出たり入ったり、活動の輪に入れなかった子どもが、参加回数を重ねるごと
に、みんなと過ごす時間が増えています。継続することの大切さ、地域や学生ボラン
ティアとの関わりの必要性を改めて感じます。
活動に参加して、子ども達の成長を一緒に見守っていきませんか。

8/22(水)音楽教室 8/25(土)夏祭り

8/5(日)スポーツ教室

障がい児・者体力測定

参加者・ボランティア募集「もっとまるごと福祉共育創造事業」を始めました

日 　 時

場 　 所
対 象 者
ボランティア

内 　 容

参 加 費
持 参 物

主 　 催
申し込み先

平成24年11月24日(土)
9:30～12:00
福寿館　大ホール
障がいのある方
準備・測定補助など、お手伝いいた
だける方
握力・上体起こしなど
（希望種目のみの測定も可）
無料
お茶・タオル・室内シューズ
（動きやすい服装で）
府中町障がい児・者スポーツ・レクリエーションをサポートする会
府中町社会福祉協議会 総務課 地域福祉係
電話（082）285-7278 
ファックス（082）287-3467

お気軽に

ご参加くだ
さい。

　夏祭りや水辺教
室で、地域の方々

と直接

ふれあうことで、
顔見知りが増え

、気軽に

声をかけられる関
係づくりにつなが

りました。

　今後もこの事
業を通して、さら

にご近所

同士のコミュニ
ケーション、

友人づくりを応援
し、協働して

住みやすい地域
づくりを実

践していきたいと
考えていま

す。

準備の段階から子どもも大人も、幅広い世代が関わり、
世代間交流を垣間見ることができました。「かき氷」や
「わたがし」などの出店が並ぶなか、子どもたちはスー
パーボールすくいの出店を担当しました。

「あにきの会」さんの協
力で、料理のコツを学び
ながら、みんなで楽しく
ギョウザとチャーハンを
作りました！

参加者で「府中大川」に入り、生
き物を採取しました。大人も子
どもも一緒になって、夢中で生
き物の観察をしました。

○7月21日(土)　夏祭り開催

○午前は料理教室 ○午後は福祉体験

○8月26日(日) 水辺教室開催

できあがり！
(*´∀｀*) 手話学習

点字・点訳学習

協力：「あにきの会」　
※男性料理教室で磨いた腕を
　活かし、地域に貢献されてい
　るみなさん。

協力：手話サークル
　　 「わかば」

協力：点訳サークル
　　 「ますあけ」

感想より感想より

また、8月25日（土）には「サマースクール夏祭り」へ参加し、交流を図りました。（右ページ➡）

・あにきの会の人が優しく教えてくれたのでわかりやすかった
・料理の楽しさがあらためてわかった
・料理もうまくいったし、おいしかった
・家でも試してみたい
・楽しく作ることができた

・手話を教えてもらったので、使ってみたい
・手話で自分の名前を覚えられたのでうれしかった
・点字を覚えて、いろいろな場所にある点字を読み取
  りたい
・目の不自由な人や耳の不自由な人の手助けをしたい

　手話学習では、耳が聞
こえないと困ることを
みんなで考え、意見を出
し合いました。

　点字・点訳学習では、
実際に点字を打って、そ
れぞれ自己紹介カード
を作りました。

－その事業の一部を紹介します－

7月31日（火）地域の子どもたちを対象に

この事業は、子どもから高齢者まで気軽に声をかけあえ、困りごと等をいつでも相談できる関係づくりを
目標にしています。

きれい 少し汚い 汚い 大変汚い

➡➡

参加者
約25名

ちなみに・・・
府中大川の水質階級

講師：村竹亥三男(いさお)さん(公衆衛生推進協議会)

・ ・ ・ ・

遊びのコーナー・そうめん流し、かき氷な
ど。最後は学生ボランティア進行による
ゲームで大盛り上がり★

※府中町社会福祉
協議会は平成24年

度、広島

県社会福祉協議会
の指定を受け、茂陰

北町

内会と協働して事
業を推進していきま

す。
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府中町ボランティアセンター
（府中町ふれあい福祉センター内）
〒735-0023
安芸郡府中町浜田本町5-25
電　　話（082）285-7278
ファックス（082）287-3467

府中町ボランティアセンター
（府中町ふれあい福祉センター内）
〒735-0023
安芸郡府中町浜田本町5-25
電　　話（082）285-7278
ファックス（082）287-3467

運転ボランティア 「つくし」
　運転ボランティアは、公共交通機関での移動が困難な重度身体障害者を対象に、福祉車両（車いす
同乗自動車）で利用者の希望場所まで送迎するボランティアです。
　平成23年度は約２９０件の活動を行いました。運転免許と空いた時間があれば、どなたでも活動でき
ます。利用者のご都合に合わせて日程を調整するので、ボランティアに興味はあるけれど、決まった時間
に活動できない・・・といった方でも活動できます。
病気や障がいにより移動が困難な利用者の方々に大変喜ばれる活動となっています。
　現在約10名が活動しています。

ボランティアグループ

毎月第３火曜日　13：30～
随時
ふれあい福祉センター　4階　ボランティアセンター

定例会

場　所

活動日

会員随時
募集中です！

おもちゃ広場「てぶくろ」布の遊具づくり
　おもちゃ広場「てぶくろ」布の遊具づくりでは、こどもからお年寄りま
で、誰でも安全に遊べる布おもちゃの作成・貸出をしています。
　また町内の行事（緑の仲間フェスタ、スマイル２１など）に出展を
行っています。
　布おもちゃには、ストラックアウトや魚つりゲーム等、いろんな種類
があります。無料で貸出しています。
　現在会員数は11名で、随時会員募集中です。

　ふれあいん祭は、ボランティア活動への理解と、きっかけ作りの場としてボランティアが中心になって毎年
開催しているお祭りです。 【来場者数：約700名】

ボランティアグループ

第1・３月曜日　１０：００～１２：００
ふれあい福祉センター　4階　創作室場　所

活動日

要約筆記グループ『うさぎ』
　要約筆記とは、聴覚に障がいのある方への情報保障手段の一つ
で、話されている内容を要約し、文字として伝えることをいいます。
　ふれあいん祭や小学校福祉体験・敬老大会など様々な行事に参
加しています。
　「早く・正しく・読みやすく」をテーマに福祉に繋がる活動を行うこと
により、メンバーの自己研鑽にも繋がっています。
　現在、男女合わせて17名の会員で活動しています。

ボランティアグループ

毎月第1・3・5水曜日　パソコン要約筆記（10：00～12：00）
毎月第2・4水曜日　手書きの要約筆記（10：00～12：00）
ふれあい福祉センター　４階　視聴覚室

活動日

場　所
会員随時募集中です！
毎年、秋に講座を
開催しています。

一針一針にボランティアの
思いが詰まった布おもちゃ
ぜひ手にとってそのぬくもりを
ともに感じてみませんか？

～ふれあいん祭～を開催しました

遊びの広場ステージ発表　車いすダンス 手話で歌おう！

いろんな遊び方で使ってみて下さい。

この他に、楽しい催し物や、カレー・豚汁などの飲食コーナー、活動紹介の展示コーナーなど、大盛況でした。

府中町出身　松浦洋子(ひろこ)さんのハープ演奏 府中小学校「かがやけ 府小っ子隊」によるコーラス

7月7日（土）
ボランティアの集い

成長する“つくし   ”と
地域に“尽くす”を
掛けあわせて命名しました。

パソコンによる要約筆記！

布おもちゃの魚つりゲーム






