
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余寒まだ去りやらぬこの頃、皆様におかれましては、ご健勝にてお過ごしのことと拝察いたします。 

日頃は社会福祉協議会大井支部の活動に対しまして、ひとかたならぬご協力、ご支援を賜りまして深く感謝申し上げ

ます。さて、最近ではコロナも静かになり高齢者のサロン活動や、子どもたちの活動も前向きに進めて行くことができる

ようになりました。しかし、少子高齢化の社会現象は止まることなく押し寄せてきており、近く大井幼稚園が閉園するこ

とになりました。大変寂しいことですが、大井社協は地域環境をあらためて見直すきっかけとして、この地域が衰退しな

いように活動を進めていく必要があります。また、ボランティアさんの減少も気になるところです。今の時代、現実の生

活以上に“何かを”と言うことは困難な時代になってきたことは確かですが、明るい社協大井支部を切り開いていくため

に、今まで同様、皆様のお力をお貸しくださるようお願い申し上げます。 

 

 

 

地域の方々とふれあう、 

楽しい行事を行っています。 

『大井の子は大井で育てよう』と 

たくさんのスタッフやボランティアさんに 

ご協力いただきました。 

            

 第２8 号  R 5．３．１ 

笠岡市社協大井支部長  円 慶江 

赤い羽根まちづくり福祉活動助成事業 

 
いきいきサロン・子育てサロン  

などで使える楽しいゲームを  

いただきました。 

ありがとうございました。 

趣旨に賛同頂いた事業所をご紹介いたします。他に多くの個人の方からも賛助会費を頂いております。 

大井支部では、地域の福祉団体や 

行事を補助し、サロンや訪問、 

子どもの楽しい活動など、 

地域のみなさんと 

進めています。                     

（単位：円） 

【R5．2月 20日現在執行状況】 

事業所名 地区名 事業所名 地区名 事業所名 地区名 

（株）シシドモータース 小平井 小山製麺 住 山 きのこエスポアール病院 東大戸 

（株）西山モータース 小平井 笠岡ＬＰガス（株） 時の坊 （有）西山石芸 東大戸 

協業組合笠岡車検センター 小平井 アイレー（株） 時の坊 森山塾 大井南 

とんぺい 小平井 （有）フルート 時の坊 村上脳神経外科内科 大井南 

笠岡大井郵便局 追 分 （株）采女ファーム 宗 岡 おおい歯科医院 大井南 

笠岡放送（株） 下追分 （有）藤井商店 行 信 ベルセレモわたる 大井南 

(株）トピア 下追分 長法寺 馬場崎 スマイルタイム(赤い屋根の家) 大井南 

NPO法人 チームクローバー 笠 岡 （株）おおつき 平 井 （株）山陽KSC 大井南 

中国ベントナイト鉱業（株） 笠 岡 （有）守屋ハーネス 助 実 ヘアステージIZUMI 大井南 

一品香 杢 原 吉浜ランドリー 助 実 日出子美容室 大井南 

（有）瀬戸内美装 馬 橋 和泉車輌（有） 助 実 フードショップ＆デリバリータカハシ 大井南 

（株）ENEOSウイング 馬 橋 お多津 尾 越 ぴぃ～く 大井南 

（株）サトー 馬 橋 清水砿業（株） 尾 越 未来の家 絆 大井南 

（有）佐藤建設 馬 橋 マルハ製肥（株）笠岡工場 尾 越 ティーノ 大井南 

セブンイレブン笠岡インター店 馬 橋 （株）高橋商会 尾 越 （株）ティー・エイ・エコ・システム 富 岡 

おおい接骨院 磆 理研技工（株） 辻 日商産業（有） 春日台 

 

・いきいきサロン      150,000 

・友愛訪問・給食サービス 120,000 

・福祉ネットワーク         10,000 

・子育て支援活動      100,000 

（あつまれ！大井っ子）   

            

・老人クラブに        38,000 

・老人スポーツ文化祭に  20,000 

・大井ふれあい会に   27,000 

・敬老会（負担金）   58,000 

・一般会員さんの会費 

・共同募金の支部配分金 

・地区事業所や個人 

からの賛助会費など 

・公民館文化祭に     30,000 

・コミュニティーカレンダーに  20,000 

・盆踊りのつどいに      28,000 

・成人式に         28,000 

・ひだまりカフェに    40,000 

・愛育・栄養・女性会  各 16,000 

 

                       

 

今後ともよろしくお願いします。 

 

小学生対象 

 

初めての行事です。 

缶転がしやリーム回し。 

ボールを運ぶ愛愛ロック。 

紙飛行機の大連隊つくり

など。 

 

伝承遊びと外遊びを 

ミックスしてみました。 

 

未就学児対象 

 

ツリー飾りやケーキ作り。 

若竹保育園の先生による 

出し物。 

サンタさんからプレゼント。 



                                                          

                                                        

 

 

ストレッチ体操 

送迎あります 
自力移動が困難な高齢者が対象

通所付添支援サポーター利用で 

往復 200 円  予約が必要です。 

 

クリスマスに 

色画用紙や松ぼっくりでツリー作り 

専門家による認知症に関する講演があり、質問・相談など

お受けしています。また、体験談や施設見学、楽しいイベ

ントも企画しています。大井地区以外の方も参加できます。

コーヒーを飲みながら、おしゃべりしませんか。     

 

 

  

利用料  （飲み物付き） 

場  所  大井公民館 

ティータイム 

民生委員 担当地区 福祉委員（さわやかさん） 

山田  募 

小平井 

森山宣子(立石上)、森谷純子(立石下)、森山幸子(杢原)、森山禮子(住山) 

清水峰子(時の坊・追分・権現・鍛治屋) 

守屋  恭 
神野典子(磆)、水田広子(中畦)、齋藤孝子(五軒屋)、河田由紀子(日鋼住宅)     

(馬橋) 

水田満喜子 
春日台 

山本克己(１・２組)、藤原和子(３・４組) 

枝木 恭平 枝木亮大(５・６組)、青木瑞枝( 7・８組)、高田哲子(９・１０・１１組) 

守屋美恵子 

東大戸 

藤井明美(助実)、和田ちづる(西の森)、守屋美和子(行信)、藤井悦子(辻)   

田中久子(平・大山)、      (田淵・ひかりヶ丘) 

守屋 重信 
采女登美子(宗岡)、高橋智子(岡林・尾越)、采女玲子(平岩) 

采女靖子(小山・山の神) 

円  慶江 西大戸 増成富久子(平井・裸)、藤井欣枝(馬場崎)、増成香(僧都)、藤本恵子(裸) 

原田 孔子 

大井南 

尾崎和千子(A)、福田智子(A)、藤井正子(Ｂ)、大島千春(Ｂ) 

影山 幸良 濵田一江(Ｃ)、岡崎隆子(E) 

二階堂泰全 河内詩麻子(D1)、三宅和美(D2) 

主任児童委員 担当地区 

木坂 理代 小平井・春日台・東大戸・西大戸 

藤井 千眞 大井南 

 

 

民生委員 任期：R7年 11月 30日まで  福祉委員 任期：R6年３月 31日まで 

  

 

年数回の研修会や

見守り活動を行って

います。 

 

ささえ愛の会より 

季節感あふれる手作り 

弁当をお届けしています。 

 

 

ゲームや体操、 

歌を歌ったりして 

楽しく過ごします。 

 

老人クラブでは毎年、スポーツ・文化祭を開催し、会員相互の 

ふれあいと健康増進に努めています。社協も協賛しています。 

 

 

29 名参加 

31 名参加 

優 勝 藤原 進 (鳴淵) 

準優勝 藤原隆晴 (平井) 

優 勝 藤原 進(鳴淵)・中間登志子(大井南)組 

準優勝 藤原四郎(平井)・前川末子(大井南)組 

おめでとうございました 

 
囲碁大会は 

中止になりました 

 

福祉功労者表彰 
８/２0 ハートフル社会福祉大会において、日ごろから

地域のために貢献し骨身を惜しまず活躍されている方

の表彰式が行われ 森山禮子さん（住山）が受賞されま

した。おめでとうございました！！ 

誰もが安心して住みよい地域づくりを推進するため、地域の見守り活動や、友愛訪問、ふれあいサロンなど 

地区民生委員さんと、さわやかさんとで情報交換や共有を図り、連携した活動を行っています。 


