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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
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

＊サービス内容
　府中町社会福祉協議会から電話で定期的（月2回程度）に安否確認や相談等を行います。

＊利用できる方
　60歳以上の独り暮らしの方
＊利用料
　無料です。

＊利用の手続き
　府中町役場高齢介護課で申し込みをして下さい。
　府中町地域包括支援センター、民生委員を通じて申し込みも可能です。

〈問合せ窓口〉
　府中町役場　高齢介護課　電話（082）286-3256

コールサービス
～高齢者の方へのあんしん電話～

高齢者の方 高齢者のご家族 地域の方

相談内容によって様々な機関と連携を図ります。
府中町地域包括支援センター

介護保険はどんな時、
どのようなサービスが
使えますか？

認知症の母を1人で
介護していますが、
仕事もあり大変です。

近所のお年寄りの家に
新聞がたまっていて
心配です。

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＊訪問も可能です

＜相談窓口＞

役場　医療機関　民生委員　介護保険サービス事業者
町内会長　商店・スーパー等

介護、福祉、健康、認知症のこと等
お気軽にご相談下さい。

ご利用下さい。

悩み・疑問・相談事…一人で抱え込んでいませんか？

 

府中町社会福祉大会開催平成
２４年度

　平成24年11月17日（土）福寿館大ホールにおいて町民約150名が集う中、27名の功労者と２団体が表彰されました。

　式典終了後は、音楽工房「フレア」の皆さんによ
る「ピアノアンサンブル」の演奏・歌がありました。
　心に触れる音楽に、会場がなごみました。

　記念講演は、ひと創研代表　堀中嶽水氏（心理
カウンセラー）を迎え「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」と題して行われ
ました。
　人とのかかわりの中、日
々の生活を気持ちよく過ご
すための、新しい３つのル
ール。これらを、地域におい
て実践し、つながりのある
まちづくりを目指していき
たいと思います。

おめでとうございます  府中町社会福祉協議会会長表彰 受賞者
◎町内会役員
　松浦 正和　浅井 征一　 西田 照明　福光 恵子
　高木 雄司　大島圭一郎　吉本 廣海　石田 久子
　西田 愛子　沖本喜久子
◎社会福祉施設関係者
　小林 和美　  富永 京子 　 新谷 聡美　石本智香子
　高専寺菊美　森島 綾子 　 渡辺 衣江　大石 勝子
　松本 錦江 　 岸本小夜子　井上 稲子
◎社会福祉事業奉仕者
　大橋 幸子　稲田 富枝　小山 明治
　飯田 英子　松尾 武彦

◎社会福祉関係団体役員
　岡本　覚
◎社会福祉事業奉仕団体
　柳ヶ丘第2町内会いきいきサロン
　ビデオボランティアグループ

 

（順不同・敬称略）

高齢者の
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『サロンおひさま』
(府中町視覚障がい者サロン )

　視覚に障がいのある方が気軽に集える場所として
月に一度サロンを開設しています。　
2月6日(水)は、広島県ＩＴサポートセンターによるパソコン

相談会を予定しています。～ パソコンをやってみたい、パソ
コンの事で聞いてみたい事がある方・・・お待ちしています～

「府中町つばき祭り」では、社協ふれあいソーラン隊
「絆舞」が赤い羽根募金活動をおこないました。ご来場
の皆さんがたくさんの募金にご協力くださいました。

　平成24年度も町内会を通じての戸別、職域・学校・街
頭で募金にご協力いただきありがとうございました。
共同募金は、町内会の敬老事業や障がい(児)者のため
の社会参加活動などに有効に活用されています。

　府中町障がい児・者スポーツ・レクリエーションをサ
ポートする会主催による体力測定は、今年で4年目。
　参加者・ボランティアは総勢25名。昨年参加された方
が継続参加してくださり、楽しい雰囲気
で、測定も順調に行われました。前回よ
りも良い測定値に笑顔も見られました。

赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございます

募金額　4,700,475円
（平成24年12月14日現在）

 福祉について学びました ～府中中央小学校４年生～
ふれあい福祉センターを見学 福祉体験学習

府中町で活躍しているボランティアが講師となり、手
話・点字・要約筆記を体験し総合
的な福祉について学びました。
「障がいのある方に思いを伝えるに
は？」「自分にできることは何か？」
など、ボランティアについて、考える
きっかけとなる体験をしました。

ハートビル法により建築された府中町ふれあい福祉
センターを見学し、建物には、お年寄りや車いすを
利用する方、目の不自由な方、
耳の不自由な方たちが、利用し
やすいために様々な工夫がさ
れていることを学びました。

11/16 11/27

サロン開設日　毎月第1水曜日（1月は第2水曜日）13:00～15:00
　　　　　　   ふれあい福祉センター4F　視聴覚室

＊現在ハートビル法は、バリアフリー
　新法に統合されています。

パソコン相談会のみの参加、
サロンの参加どちらも大歓迎です

障がい児・者
体力測定を実施しました
11月24日(土)　福寿館 大ホール

できることにチャレンジ★ ボッチャを体験♥

平成
24年度

「かけはし」は、こんなとき…

通帳などの大事な
書類の管理が心配

▼
安全な場所に
お預かりします

ホームヘルパー
さんにきてほしい

▼
利用手続きを
お手伝いします

お金の支払いで
いつも迷ってしまう

▼
専門員・生活支援員が
お手伝いします

※府中町社会福祉協議会では、平成25年度より、法人として
　後見等受任できる体制づくりをすすめています。

⇒認知症や障害などによって
自分一人で福祉サービスの利
用などを決めることに不安が
ある人や、日々の暮らしに必要
なお金の管理に困っている人
などが利用できます。

Q.どんな人が利用できるの？ Q.どんな支援をしてくれるの？
⇒次の３つの支援があります。相談は無料です。

※生活保護世帯の利用料は、③のみ必要となります。

問合せ
府中町社会福祉協議会(安芸郡府中町浜田本町5-25)　総務課 地域福祉係

平日8：30～17：15（土・日・祝日 休み）
電話：（082）285-7278　ファックス：（082）287-3467

支援内容
① 福祉サービスの利用手続きのお手伝い
② 生活に必要なお金の出し入れのお手伝い 
③ 通帳や印鑑、大切な書類などのお預かり

利用料
1,500円／１回
（2時間程度）
1,500円／１ヶ月

「ふれあい・いきいきサロン」ってなに？
「ふれあい・いきいきサロン」とは、自宅から歩いて行ける場所を拠点に、気軽に集まることができ、悩みなど
を相談できる場として、多くの方に愛されています。府中町では町内会を単位に、33ヶ所で開かれています。
あなたの地域のサロンに参加してみませんか？会場・開催日などお問合せください。

　消費者出前講座を開催しました。悪徳商法について、消費生活相
談員から事例を絡めたわかりやすい説明がありました。
　その後は手作りのおいしい昼食の時間。「みんなの顔が見られる
けぇ楽しみなんよ」「あの店で売っとるケーキがうまいんよ」等々、
おしゃべりしながらの楽しいひと時を過ごしました。
　地域のみんなと話せる場、情報の仕入れ先、これがサロンの楽し
みとなっており、陽だまりの会は18年続いています。

平成24年12月4日(火)
場所：清水ヶ丘集会所

新しい仲間をお待ちしています
まずはご連絡ください

簡単、楽しい！
でもなかなかボールが
的に入らない。

ボランティアさんと一緒に
クリスマスリースづくり

福祉サービス利用援助事業「かけはし」をご存知ですか？

陽だまりの会
(清水ヶ丘町内会)
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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

　クローバーは、月初めに府中町の「広報ふちゅう」「議会だより」「ふれあい府中（本誌）」の音訳、希
望者への発送をおこなっています。
　視覚に障がいのある方でも、気軽に読み物を楽しめるよう、CDに録音しています。
　その他にも、サロンなどに出向いての読み聞かせや、利用者との交流会、講師を招いての勉強会を
おこなっています。
　現在、１７名のボランティアで活動しています。

　１１月２０日（火）に「カンツォーネとオペラのひ
ととき」と題して、テノール歌手 下岡寛さんとピア
ノ伴奏者 大下由紀江さんをお迎えして、「サンタ
ルチア」「フニクリ・フニクラ」など心地よい歌声と
軽妙なトークにより、素敵な時間を過ごしました。
　なんでもカフェは、これからも誰でも気軽に参加
でき、楽しい時
間を過ごせる
内容を企画し
ていきます。ぜ
ひご参加くだ
さい。（日程は
８ページ参照）

ボランティアグループ

毎月第２金曜日１０：００～１２：００
随時
ふれあい福祉センター　４階　録音室

定例会

場　所

活動日

コーラスグループ「コーロシャルール」
　コーロシャルールは、昭和６３年に発足し、25周年を迎えました。
長きにわたり美しい歌を歌い続けられた感動は、心の宝物になりました。
　主な活動は、高齢者施設への友愛訪問や府中町内行事（ビバ・ラ・ビバコンサート）等に参加しています。
　メンバーは25名。加齢に伴う健康不安を乗り越え、笑い声のひろがる中で発表曲の練習に励んでいます。

ボランティアグループ

毎月第２・４火曜日１４：００～１５：３０
ふれあい福祉センター　５階　多目的室場　所

活動日

おもちゃ広場「てぶくろ」遊びの広場 府中音訳・朗読グループ「クローバー」
　おもちゃ広場「てぶくろ」遊びの広場は、お子さんと一緒にみんなで楽しむことのできるオープンス
ペースを開催しています。活動日が土曜日の為、平日は参加できない方でも利用しやすくなっています。
　布でできた魚釣りゲームやバースデーケーキなど、様々な手作り布おもちゃを使って参加者・ボラン
ティアとふれあっています。
　オープンスペースなので出入りは自由です。お気軽にご参加ください。現在、９名のボランティアで活
動しています。

ボランティアグループ

毎月第２土曜日１３：３０～１５：３０
ふれあい福祉センター　５階　多目的室

活動日
場　所

 

参加者・ボランティア募集しています。
ぜひ一度見学にお越しください！

メンバー募集しています。
ぜひ一度見学にお越しください！

 

 

 

６周年イベントを開催しました！

なんでもカフェ

 

演奏の様子

音訳・朗読ボランティア
入門講座

2月開講
予定

視覚に障がいのある人の
ために、広報誌等をCD
に録音する「音訳」活動
を始めてみませんか。

※詳しくは広報ふちゅう1月号をご覧ください

　府中町にはみなさんの身近でボランティ
アをしている方がたくさんいらっしゃいます。
　今年から「何かを始めたい！」「人の役に
立ちたい！」「自分の経験や技術、知識を何
かに役立てたい」と思っていらっしゃる方、
ボランティア活動を始
めてみませんか？
　自分に合う活動・人と
の出会いを、ぜひ見つ
けに来てください。

ボランティアを
始めてみませんか？

今年
から！

ボランティア、リスナー（利用者）
ともに募集しています！






