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地域福祉サポーター学生部会・写真洗浄ボランティアの皆さん

学生サポーター
写真洗浄ボランティア活動

　東日本大震災によって甚大な被害に見舞われた岩手県
山田町から津波に流された写真をお預かりし、中学生か
ら大学生で構成した学生サポーターが“想い出をよみが
えらせる”写真洗浄ボランティア活動を行いました。
　遠く離れた山田町を想いながら泥にまみれた写真を１
枚１枚丁寧に洗い、その写真をアルバムにしました。
　活動を通して、山田町と島田市の“絆”をこれからも
つないでいきます。

“持ち主のもとへ届きますように…”
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2月9日（土）プラザおおるりにて社会福祉大会を   　　 開催し、多くの市民の皆様にご来場いただきました。

平成24年度　島田市社会    福祉大会を開催しました！

島田市社会福祉協議会会長表彰 福祉活動発表（島田市立島田第一中学校）

日頃の福祉活動への取り組みについて、学校から発表をしていただきました。永年にわたり社会福祉事業に功労のあった方々や団体に、表彰いたしました。
皆様方のご功績に心より感謝いたします。

・中学生が地域社会の一員であると自覚したことは大変喜ばしい。
・行動力ある中学生が災害時の学習に取り組んでくれたことに心強く思った。
・常に意識を高めている様子を感じ、他の中学校も同様の活動を推進してほしい。

中学生の活躍は大きな力になると思う。
・小さな範囲でコミュニティを作ることの大切さと防災訓練を楽しく行うことが大事ということを学んだ。
・今後の防災意識を高めるのに役立った。
・「防災隣組」初めて聞いた言葉だった。改めて地域で考えて行きたい。

記念講演「災害に負けない地域づくりとは」
　「災害の記憶」や「防災に対する意識」を持ち続けるのは非常に難しい。さ
らに近年では隣人同士のコミュニティが希薄になりつつあり、災害時にこれが
大きな障害になり得る。
　よって日々の生活の中で住民同士がコミュニケーションをはかり、いざとい
う時に助け合うことの出来る、つながりの強いコミュニティをつくることが大
切である。半径50ｍ以内にどんな人たちが住んでいるのか、知っておくこと
が大切。そしてもし自分たち家族が被災してしまったら、安否を気づかってく
れる人が少なくとも３人以上はいる。そうすれば、被災リスクは大きく減少する。
　ぜひ、そのような地域コミュニティを作り上げましょう。

　３年生は総合学習のなかで「災害時に自分たちにできることを考え、行動でき
るようにしよう」をテーマに命の大切さを学習してきました。授業では、島田消
防署や社協との連携を図り、防災の視点から地域福祉を考えました。また、学区 
を見て歩き、「お年寄りや障がいのある方にとって危険はない 
だろうか。」という視点を持って防災マップを作成しました。
　この学習を通して、防災も福祉も人権も人と人のつながりが
大切だと学び、災害が起きた時、地域の中で、どう助け合って
いくのかを考える必要があると知りました。私たち中学生も地
域の一員として、人の役に立てることをみつけ、実践していき
たいです。（発表者：大橋彩香さん、又平瑞穂さん、栁原晴日さん）島田市立島田第一中学校

和田  隆昌　氏

福 祉 活 動 発 表 & 記 念 講 演『参加者の声』

展示コーナーも充実！

学校の取り組み 生きデイ作品 授産所製品の販売 防災コーナー

鈴木　伸
坂本　厚
森田孝和
伊藤和敏
高橋千尋
大沢陽子
山本泰弘
渡邊美智子
川合德次
宮下富子

（高熊）
（伊久美）
（身成）　
（伊太）
（稲荷三丁目）
（稲荷四丁目）
（中溝町）
（横井四丁目）
（新町通）
（本通六丁目）

柿田　操
杉村文夫
鈴木章子
秋野みわ子
富永かほる
寺川百合子
小長谷美津子
鈴木悦子
曽根繁穗
永野幸信

（宝来町）
（旭三丁目）
（本通七丁目）
（中河町）
（旗指）
（ばらの丘一丁目）
（東町）
（細島）
（東町）
（岸町）

河村喜世
和田武彦
田原省司
大塚和子
山田久雄
冨永修江
河村正一
田中昭世
松本全弘

（岸町）
（牧之原）
（中河）
（阪本）
（金谷猪土居）
（金谷新町）
（金谷本町）
（志戸呂）
（竹下）

（民生委員・児童委員として8年以上在籍し、功労顕著であるかた）

（順不同　敬称略）
○ 民生委員・児童委員 ○

北島増美　　（東町）　
北川美保子（伊太）

栗田貞男（旭一丁目）

○ 保護司 ○

≪役員≫
臼井利之（五和会）　　　八木進一郎（五和会）
≪従事者≫
樫山晴子（永福荘）
大石教子（神谷城保育園）
大塚小津江（五和保育園）

平口りか子（五和保育園）
山本倫江（本田山荘）
枝村朋子（本田山荘）

山内輝美（六合第一保育園）
井上公子（ワークステップドレミ）

○ 社会福祉法人・施設の役員及び従事者 ○

尾崎みどり（身体障害者福祉会）　　岡村　操（身体障害者福祉会）

○ 社会福祉事業団体の役員 ○

藤田東一
中溝町健康クラブ
サロン・ド・モネ
杉浦　彰
板津蓉子
鈴木美津子
西井守夫
武藤泰文
鈴木啓允
鈴木詳吾

静岡県美容業生活衛生同業組合島田支部

（島田断酒会での活動）
（ふれあいサロン活動）
（ふれあいサロン活動）
（福祉教育事業の社協事業協力）
（福祉教育事業の社協事業協力）
（収集活動ボランティア）
（運転ボランティア）
（運転ボランティア）
（運転ボランティア）
（運転ボランティア）

○ 社会福祉事業協力者 ○

○ 感　謝 ○

（保護司として8年以上在籍し、功労顕著であるかた）

（社会福祉法人及び施設において、役員として8年以上、従事者として14年以上在職し、功労顕著であるかた）

（社会福祉事業団体の役員として8年以上在職し、功労顕著であるかた）

（社会福祉事業及び社会福祉協議会事業において、積極的に協力支援を行っている個人、団体、学校）

北川文子（稲荷一丁目）田代耕一（中河）
中澤泰廣（本通一丁目）

（寄附にご協力いただいた方）



人と人がつながる・・・

ボランティア情報コーナー「結び場」

ボランティア活動に関するお問合せは、お気軽に♥　☎35-6244

平成24年度共同募金運動実績報告

◇ 一般（赤い羽根）募金実績 ◇

◇ 歳末たすけあい募金実績 ◇

【赤い羽根募金】　平成25年度に下記の団体に配分され福祉活動に活用されます（一部は24年度中に配分を受けています。）

【歳末たすけあい募金】12月～ 1月に下記のとおり使わせていただきました。

共同募金の使いみち

募金の種類 実績数 募金額（円）
戸別募金（市内各世帯から） 26,959世帯 6,746,375円
法人募金 636法人 2,495,200円
篤志家募金 735人 1,607,355円
街頭募金 11か所 196,500円
学校募金 30校 657,567円
職域募金 ６か所 242,063円
自販機募金（県共同募金会扱） ５台 66,786円
その他（募金箱等） 9,958円

合　　計 12,021,804円

No. 配分先 助成希望額 配分内容
1 JA大井川たんぽぽの会お達者クラブ 19,000円 ミュージックベル、楽譜、CDラジカセ、マイク整備
2 ほっと月坂 103,000円 ワイヤレスアンプ及びマイク整備
3 高砂町すこやか会 167,000円 拡声装置整備（ワイヤレスアンプ、マイク等）
4 岡田自治会 300,000円 子どもの遊び場整備（滑り台の設置）
5 東町ふれあいタイム 289,000円 自動血圧計及びトランポビクスの整備
6 金谷民生寮 700,000円 ホームレス支援事業（無料宿泊所の提供）

7 島田市社会福祉協議会 1,100,000円
7,800,000円

在宅支援車両整備
地域福祉事業

合　　計 10,478,000円

No. 配分先 助成希望額 配分内容

1 年越し支援金贈呈事業 2,326,624円 低所得者世帯への支援金を贈呈しました。
１世帯10,000円×232世帯（贈呈諸経費6,624円）

2 ライフライン復旧支援金贈呈事業 139,412円 ライフライン（電気・ガス・水道）の使用料の支払いが困難となっ
た世帯へ復旧支援金として贈呈しました。

3 在宅寝たきり介護家庭支援事業 583,957円 在宅で寝たきりの方を介護されている245世帯に湯たんぽを贈呈
しました。

4 年末年始交流事業助成事業 310,000円 福祉団体等（11団体）に年末年始の交流事業の助成金として贈呈
しました。

5 思いやり商品券贈呈事業 820,000円 生活が困窮している世帯を対象に商品券を贈呈しました。
１世帯5,000円分×164世帯

合　　計 4,179,993円 募金実績額との差額は、平成25年度の社会福祉協議会が行う地域
福祉事業に配分されます。

募金の種類 実績数 募金額（円）
戸別募金 26,531世帯 4,297,959円
法人募金 15社 87,000円
その他の募金（個人・団体） 32件 1,442,243円

合　　計 5,827,202円

赤い羽根募金・歳末たすけあい募金へのご協力に心よりお礼申し上げます。

10月１日から12月31日まで共同募金運動を実施し、多くの市民の皆様からご協力をいただき誠にありがとうございました。
赤い羽根募金は、平成25年度の福祉団体、ボランティア団体等の活動支援や福祉施設の整備に使わせていただきます。
歳末たすけあい募金は、平成24年度の「歳末たすけあい事業」として5つの事業に使わせていただきました。
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　東日本大震災から２年が経過しました。発災当時と比べると被災地への思いは少しずつ薄らいで
いるように感じます。しかし、忘れてはいけないという思いと「支え合い」の気持ちを大事にしたい
という思いから新たなプロジェクトを始めました。
　第１弾は、写真洗浄ボランティア活動。これは、震災の被害を受けた岩手県山田町で泥のかきだ
し等を行ったボランティアによってみつけられた写真をきれいに洗浄し、元の状態に近くなるよう
作業を行う活動です。そして、生まれ変わった写真は、整理をした後、再度山田町に送り、持ち主
に届けられます。
　今回は、これまで実施した活動の様子と参加者の声を紹介します。

インタビュー !

特集：写真洗浄ボランティア活動～思い出“よみがえる”プロジェクト～

中学生、高校生、大学生による写真洗浄活動 島田高校の生徒による写真洗浄・整理活動

　１月26日、社協の地域福祉サポーター「学生部
会」に参加している中学生など９人が汚れた写真
をきれいに洗いました。

♡写真を通して被災地の現状を知ることができた。
♡写真は、今までにその人が生きていた証。失くして
　しまうことは悲しいことだと思うから、持ち主に返
　してあげたいと思った。
♡現地にはなかなかいけない。島田市にいてもできる
　活動で、持ち主が嬉しい気持ちになってもらえれば
　いいなと思った。

参加者の声

市民による写真整理活動

　島田市に住む20代から70代までの10人が、自分にもできる支援と
して写真整理活動を行いました。

♡無事に生きていてほしい。この結婚式の写真が持ち主に届くといいなと思う。
♡知り合いの人でもいいので、この写真を見てくれて本人のところへ届くと

いいな。
♡現地へ行くことはできないけれど、このようなことで少しでも役に立つこ

とが今後も出来れば嬉しい。

参加者の声

　今年度さまざまな被災地支援活動を行っている島田
高校に活動を呼びかけたところ、生徒会やＪＲＣ部な
どが写真洗浄や乾かした写真を整理しました。

♡大切にしていた写真が変色したり、汚れてしまって
いて、見ていて悲しくなった。

♡家族写真を見て、その家族が無事だったらいいなと
思いながら作業した。

参加者の声
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〒427-0042　島田市中央町5番の1（島田市民総合施設プラザおおるり１階）
事務局（総務・地域福祉・生活支援）　☎ 0547−35−6244　FAX 0547−34−3261

おしらせひろば

社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
ホームページhttp://www.shimada-shakyo.jp　メール fureai@shimada-shakyo.jp

※点字版『みんなのふくしだより』があります。詳しくは、下記事務局までお問合わせください。

相談日のお知らせ
お気軽にご相談ください。

３月15日～４月30日までの相談日
内　容 会　場 相　談　日

◦福祉総合相談
8:30～17:00

社協事務局 月～金曜日

◦弁護士相談	 要予約
10:00～15:00

おおるり
第５会議室

３月25日（月）
４月25日（木）

あたたかい善意をありがとうございました。

ご寄附の報告（１月１日～２月28日）

〈寄附金〉
・明るい社会づくり運動島田地区協議会  様
・戸塚ジュリ  様　　　　　・さわやか有志会  様
・㈱食鮮館タイヨー  様　　・ユニー㈱アピタ島田店  様
・川根消費生活桜美会  様　・正覚寺  様
・匿名　３件
〈寄附物品〉
・明るい社会づくり運動島田地区協議会  様（トイレットペーパー）
・戸塚ジュリ  様（タオル）　・小長谷しげ  様（押し車）
・しましん五和会  様（加湿器他）
・島田ライオンズクラブ  様（古切手他）
・匿名　４件（ユニフォーム、布団、雑巾、介護用パンツ）

地域福祉サポーター大募集!!
【地域福祉サポーターってなに??】
　社協事業や地域の福祉活動にスタッフとして参加し、
地域と社協をつなぐパイプ役です！多くの人とかかわ
り、地域の皆様の意見や要望を社協へ伝えていただきま
す。
【どんな人がサポーターになれるの？】
◦福祉に興味のある中学生以上の方
少しでも「活動してみたい」というキモチがあれば十分
です！社協職員をはじめ、先輩サポーターが応援します。
【どんな活動があるの？】
　イベントの準備や託児、写真を撮るなど、ご自身の得
意分野での活動をお願いします。また、下記のような部
会を設けていますので、興味のある部会へご参加ください。

〈平成24年度のサポーター企画〉

▲学生部会
　山田町写真洗浄ボランティア

▲シニア世代応援部会
　一人暮らしシニアバス旅行

お問合せ　島田市社会福祉協議会　☎35-6244 お問合せ　島田市社会福祉協議会　☎35-6244

◦子育て応援部会
◦災害に負けない地域づくり部会
◦学生部会
◦シニア世代応援部会

補償金額・
保険料 Aプラン Bプラン

死亡・
後遺障害 1,200万円 1,800万円

入院日額 6,500円 10,000円

通院日額 4,000円 6,000円

賠償責任 5億円（限度額）

保
険
料

基本タイプ 300円 450円

天災タイプ 460円 690円

● ボランティア活動保険（活動者のための保険）

平成25年度ボランティア保険加入のご案内

・対象となるボランティア活動
自発的な意思により他人
や社会に貢献する無償の
ボランティア活動

・年間を通じてボランティ
ア活動を行なっている方
の活動中のさまざまな事
故によるケガや賠償責任
を補償する保険です。（一
人１プランの加入でどの
団体の活動についても補
償できます。）

・災害地へのボランティア
活動には、天災タイプに
て補償いたします。

傷
害

死亡・後遺障害 500万円
入院日額 3,500円
通院日額 2,200円

賠
償

対人 １名・１事故 2億円
対物 １事故 1,000万円

保
険
料

基本タイプ（１日保険）１人28円
※１行事の最低加入人数20人（560円）
※宿泊のプランもあります。
　ご相談ください。

● ボランティア行事用保険（地域福祉活動の行事における１日保険）

・地区でのサロン
活動、福祉団体
での福祉活動な
どの様々な行事
に参加される方
を対象にその行
事のみの事故を
補償する保険で
す。

※Ｈ25年度から料金が改定されています。
補償期間については、４月１日～翌年３月31日までです。

（４月１日以降の加入については、手続きの翌日から）
★市民の活動者に対し保険料の助成（一人150円）を行っています。

～財政状況や保険料の推移によって来年度以降助成額が変更す
ることがありますのでご了承ください～

加入手続き方法
・社会福祉協議会窓口にて申請書を配布します。
①事務局（プラザおおるり内）　②かなや事務所（金谷北地域交流センター）
③かわね事務所（川根デイサービスセンター内）
・ボランティア活動保険については、加入申込書に助成申請書・

加入者名簿（住所、氏名）を添付ください。　助成申請書、加
入者名簿は、本会ホームページの 各種申請用紙はこちら から
ダウンロードができます。


