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団体名 代表者氏名 設立年月日 

 庄原市身体障害者連合会 槇原 五郎 2005 年 7 月 8 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

3132 人 無 無  

活動日  15 日程度／年 活動場所  

活動分野 保健・医療・福祉 活動区分 連合体・実行委員会等 

団体の目的  身体障害者の自立とあらゆる分野への参加を促進する。 

 
活動内容 

・身体障害者の福祉と厚生に関する事業 

・身体障害者のスポーツに関する事業 

・身体障害者の視察・見学に関する事業 

団体の PR  庄原市内の身体障害者手帳をお持ちの方と介助されている家族の方が対象です。 

活動の様子  

担当者 連絡先 

 田畠 

電話 0824-72-6969 FAX 0824-72-7227 

メール shogai@aroma.ocn.ne.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

 ほほえみの会 寺岡 隆行 1993 年 1 月 20 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

12 人 500 円／年 無 随時 

活動日  15 日程度／年 活動場所 庄原市内 

活動分野 保健・医療・福祉 活動区分 任意団体 

団体の目的  福祉や災害救援についての学習やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を行う 

 
活動内容 

障害者施設（庄原さくら学園・もみじ園・かわせみの家他）や老人福祉施設（相扶園他）の年間行事

のお手伝い。庄原市赤十字奉仕団に加入していて、災害救援（炊き出しや救護）の研修と実践活

動、災害訓練に参加している。 

団体の PR  お互い様の気持ちで助け合おう 

ホームページ  

担当者 連絡先 

 寺岡 隆行 

電話 0824-72-2793 FAX 0824-72-2793 

メール akoaret.10.12@ipstar.ne.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

認知症の人を支える家族の会・庄原（橙の会） 渡邉 蓉子 平成 24 年 5 月 18 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

22 人 1,000 円／年 無 随時 

活動日 
定例日：第３金曜日（13：30～15：00） 

カフェ：第１・３火曜日（13：30～15：00） 
活動場所 

庄原市上原町 1810-1  

愛生苑内 

活動分野 保健・医療・福祉 活動区分 任意団体 

団体の目的 
 会員が認知症についての正しい知識を持ち、理解を深め、励まし助け合うなかで、精神的安定を

図るとともに、生きる力を持ち、長期的、安定的に介護が継続できることを目指す。 

 
活動内容 

・定例会（月１回） 

 ・認知症カフェ運営（月２回） 

 ・個別相談 

 ・研修会（認知症の理解・国、県、市の施策等） 

団体の PR  ひとりで悩まず、話しながら一緒に考えましょう。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

坂村 

電話 0824-72-8686 FAX 0824-72-8685 

メール todani-5751@leaf.ocn.ne.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

はっぴぃメイト 捻金 とし江 平成 10 年５月 21 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

30 人 無 無 随時募集 

活動日 年間 約 60 日 活動場所 
庄原市西城保健福祉センター 

しあわせ館 ほか 

活動分野 保健・医療・福祉 活動区分 任意団体 

団体の目的 

 総合的な女性の健康づくりと保健福祉の推進を目的に、情報交換と研修を深めることによっ

て、地域保健活動の推進者としての取り組みを行うとともに、会員一人ひとりの自己実現をめ

ざす。 

 

活動内容 

○保健福祉の推進者としての必要な知識・技術の研修 

○ボランティア活動（配食ボランティア、社会福祉施設の清掃活動など） 

○地域保健福祉推進活動 

○会員相互の情報交換、親睦等 

団体の PR 

 私たち「はっぴぃメイト」は、地域福祉の推進と女性の健康づくりを進めるために活動して

います。保健福祉に関する研修活動や高齢者への配食サービスの配達支援、地域のまつり・行

事などでの介助や案内役を務めるほか、福祉施設の清掃活動などを行っています。また、しあ

わせ館で開催している保健事業にボランティアスタッフとして参画しています。このほか、議

会傍聴や地域のイベントでの健康体操の披露、そして「ピンクリボン実行委員会」などにも積

極的に取り組んでいます。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

庄原市西城保健福祉センター 

しあわせ館内 

電話 (0824)82-2202 FAX (0824)82-2223 

メール hokenfukushi-sai@city.shobara.lg.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

共に生きる仲間 つばさの会 一森 義史 平成 21 年７月１日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

15 人 無 無  随時募集 

活動日 

毎月第３金曜日 

午前 10 時から正午 

年間 約 12 日 

活動場所 
庄原市東城町 

ふれあいセンター 

活動分野 保健・医療・福祉 活動区分 任意団体 

団体の目的 

「ひきこもり」など何かしらの生きづらさを抱えている人およびその家族、支援者などが、互

いに話し合い、交流し、また研修したり、相互親睦を図りながら励ましを得て前進することを

目指します。 

 
活動内容 

○毎月定例会を開き、情報交換をし、相互の親睦を図る行事をします。 

○専門職の方から話を聞いたり、研修をしたりして、様々な精神的な弱さを理解するように努

めます。 

○弱っている方々を理解し、また市民からの理解と支援を得るために講演会等を主催します。 

団体の PR どなたでも大歓迎いたします。一緒に生きる仲間になりませんか。 

ホームページ  

担当者 連絡先 

一森 義史 

電話 (08477)2-0302 FAX (08477)3-6255 

メール yichimori@yahoo.co.jp 
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団体名 代表者氏名 設立年月日 

「注文をまちがえるレストラン」実行委員会 戸谷 修二 令和元年５月 30 日 

会員数 会費 入会金 会員募集 

８人 無 無  随時募集 

活動日 
2019 年 10 月 18 日（予定） 

年間 約 30 日 
活動場所 庄原市内 

活動分野 保健・医療・福祉 活動区分 連合体・実行委員会等 

団体の目的 

庄原市が推進する「認知症になっても安心して暮らせる町づくり」の一環として、認知症の人

が活躍できる場所の提供や、市民とのふれ合いを通して、認知症への理解を得る啓発活動をし

ます。今後、回数を重ねていきたいと考えています。 

 
活動内容 

市内のレストランを借りて、１日のみの「注文をまちがえるレストラン」を開店します。認知

症の方に接客をしていただき、注文や配膳をまちがっても、明るく笑って許し合う雰囲気を体

験していただき、認知症への理解へつなげていきます。 

団体の PR 明るく寛容な社会をつくりましょう 

ホームページ  

担当者 連絡先 

 坂村 寿恵 

電話 (0824)72-3131 FAX (0824)72-7781 

メール todani-5751@leaf.ocn.ne.jp 

 


