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みんなの笑顔をつなぐ地区社協
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地区社会福祉協議会（地区社協）ってなに？

　今年３月に設立された“東町地区社会福祉協議会”
ほぼ同数の高齢者と子どもが居住するこの地区で、どのよう
に世代交流がされているのかインタビューをしてきました。
　この日は、高齢者の「東町ふれあいタイム」へ保育園児と
小学生が訪れ、歌や踊りを披露し、子どもからお年寄りまで、
みんなの笑顔が溢れていました。
　インタビューの内容は３ページをご覧ください。

地区社協とは、
子どもからお年寄りまで	
地域で暮らす人々が	
しあわせになるために、
地域みんなで支えあい、
助け合うしくみ（組織）

のことだよ♪



3 2会福祉 議会は、地域のみなさまと一緒に地域福祉を推進する社会福祉法人です。社 協島田市 みんなで架けよう幸福の橋
しあわせか

会費	 10,730,370円
寄附金	 1,552,354円
補助金	 64,974,847円
受託金	 	97,734,816円
共同募金	 	14,139,429円

貸付事業償還金	 4,357,373円
介護サービス	 247,642,599円
利用料	 3,457,720円
その他	 17,902,879円

収入の部 総額462,492,387円

法人運営	 87,074,990円
地域福祉事業	 61,779,124円

生活支援事業	 48,965,070円
介護保険事業	 221,468,729円

支出の部 総額419,287,913円

平成24年度　決 算 報 告

地域のための福祉事業の実施
　高齢者や障がい者、子どもなど、地域のすべての人が
安心して暮らせる地域づくりを進めるため、各種事業を
展開しました。

・ふれあいコール事業
・シニアクッキング事業
・介護者のつどい、介護教室
・子どもの遊び場整備事業
・ピッカピカの一年生応援事業
・福祉車両の貸出事業
・生きがいデイサービス、げ
んき教室の実施　他 介護者のつどい

個別の生活支援
　生活課題を抱える市民に対し、あらゆる相談に応じ、
また、市民の権利を守るため日常生活自立支援事業の推
進に努めました。

・福祉総合相談
・弁護士相談
・日常生活自立支援事業
・地域包括支援センター
の運営
・歳末たすけあい事業の
実施

福祉総合相談

小地域福祉活動の推進
　地域福祉や地域のつながりの大切さを伝え、市民が地
域の福祉課題への取り組みができるよう、財政支援や活
動支援を行いました。

・地区福祉懇談会の開催
・小地域福祉活動リーダー
養成講座

・地域福祉サポーター事業
・ ｢地区社会福祉協議会の
手引き｣ の作成

・地区社会福祉協議会等へ
の補助金交付　他 地区福祉懇談会

　広報発行やホームページの公開等で情報発信し、気軽
に参加できる機会づくりを行い、福祉を身近に感じてい
ただくため、啓発活動に努めました。

・ふれあい広場の実施
・島田市社会福祉大会の実施
・ホームページの公開
・社協ブログの開設
・みんなのふくしだよりの発行
・福祉講演会の開催

地域福祉を多くの人に広めるために

みんなのふくしだより

在宅福祉サービスの提供
　在宅で介護を必要とされる方やその家族をサポートす
るため、訪問サービスの提供･デイサービスの運営を行
いました。

・ケアプランの作成　
・ヘルパー訪問
・入浴サービス
・訪問看護
・デイサービスの運営
(北部デイサービス・
川根デイサービス)

北部デイサービス

ボランティア活動の推進
　ボランティア活動を希望する人、また必要としている
人へコーディネートを行うとともに、団体同士の連携･
強化を図るため、ネットワークづくりに努めました。ま
た、活動を知っていただくための各講座を開催し、多く
の方に参加していただきました。

・傾聴ボランティア養成講座
・切手収集ボランティアの実施
・ボランティア資機材の助成
・写真洗浄ボランティア(被災地支援)
・ボランティア情報紙の発行
・ネットワーク会議の実施 島田高校写真洗浄ボランティア

災害に強いまちづくり
　災害時に備え、災害ボランティアセンターの立ち上げ
訓練の実施や災害時のボランティア人材の養成、啓発の
ための講座を開催しました。

・災害ボランティアコーディ
ネーター養成講座の実施
・災害ボランティアセンター
立上げ訓練の実施
・災害にも負けない福祉のま
ちづくり講座の実施　他

ボランティアセンター立ち上げ訓練

福祉教育の推進
　学校や企業へ積極的に働きかけ、福祉について学ぶた
めの機会づくりに努め、理解を深めるための出前講座や
学習提案等を行いました。

・福祉教育学校支援事業
・福祉教育の手引書 ｢福
祉教育のススメ｣ 作成
・福祉出前講座
・福祉教育実践校の指定
・夏休み「ふくし」体験
学習 夏休み福祉体験講座

（高齢者疑似体験の様子）

　島田市社会福祉協議会は市民のみなさまのご理解とご協力により、各事業の実施をさせていただきました。
これからも地域福祉の推進に努めてまいります。

地区社協リレーインタビューコーナー（東町社協）※５/16取材①設立のきっかけは何ですか？
　六合地区内の他自治会で設立されており、福祉活動を活発にしたかった。
②どのような準備を進めましたか？
　地区の役員等を対象とした福祉研修会や他の先進地区の視察研修を行った。
③設立の決め手は？
　役員に自治会OBを起用し、自治会とのパイプ役となってもらうことによる組織づくり。
④地区社協ではどんな活動に力をいれていきたいですか？

東町は子どもが多いため、子どもを中心においた福祉活動に力を入れて“若々しさ”をアピールしていきた
い。子どものうちから福祉に触れる機会を作っていくことは必要だと思う。

⑤どんな地区になったらいいなと思いますか？
自分のような自治会OBがその後も地区社協でボランティアとして活躍できるようにしていきたい。今まで
個々に活動していたものを地区社協が統括することで“東町”というキーワードでつながり、東町全体で活
動していけたらいいと思う。また、各活動の事務部分などをサポートすることで、ボランティアの負担を軽
減し、それぞれの自主性を尊重した活動をすすめたい。まだ、始まったばかりなので、何か新しいことに挑
戦するのではなく、今までの活動をより充実させていきたい。

堤坂会長

地区社協  リレーインタビュー第１弾！ 〜東町地区社協〜

事業・決算報告平成24年
度

　島田市社会福祉協議会　平成24年度実施事業および決算について、報告をいたします。
下記の項目について重点的に取り組みました。

◦小地域福祉活動の推進、地区社会福祉協議会設立の支援を積極的に取り組み、あらたに3地区の地区社協の設立を実現
◦介護保険サービスでは、介護保険法の改正に対応し、デイサービスの時間延長体制を整備し、経営基盤を強化
◦東日本大震災の被災地に対し、市民の協力を得て、写真洗浄やベルマークの収集事業を実施し、継続した支援実施
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日 程　１日目：平成25年６月30日（日）
　　　　　２日目：平成25年７月 ７日（日）
時 間　午前10時〜午後４時
会 場　１日目：プラザおおるり3階第3多目的室
　　　　　２日目：プラザおおるり1階第1多目的室
定 員　20名　※定員になり次第締め切ります。
対 象　島田市在住・在勤・在学の方で２日間参加

できる方
　　　　　（ 高 校 生

以上）
参 加 費　無料
申込締切　平成25年

６月25日
（火）

災害ボランティアコーディネーター養成講座福祉レクリエーション講座

対 象　地域の高齢者サロン等で活動を行っている方
参 加 費　年間1,500円
講 師　島田市レクリエーション協会
参加定員　50名　※１団体２名まで
時 間　午後１時30分〜３時30分
日程／内容

日　程 内　容（予定）
  7/26㈮ レクリエーションとは
  8/27㈫ 仲間づくり、楽しい遊び
  9/25㈬ マジック／ティッシュアート
10/24㈭ 仲間で楽しむテーブルゲーム
11/22㈮ 体操、身体を動かすゲーム
12/17㈫ クラフト、紙で遊ぶ
  1/23㈭ ニュースポーツ、ラダーゲッター等

ボランティア情報コーナー「結び場」

　　この事業は、赤い羽根共同募金を活用しています。

社協会費に御協力ください

新しい社協の役員を紹介します

社会福祉協議会とは、住民の皆様と共に地域福祉活動の推進に取り組む公共性の高い民間団体です。
みなさまから納めていただいた会費は、地域福祉推進のために様々な事業に活用されます。

　当協議会の役員任期満了に伴い、新たな理事により正副会長が下記のとおり就任しましたので、お知らせします。
島田市社会福祉協議会役員(理事・監事)
(任期：平成25年６月１日～平成27年５月3１日)

『誰もが安心して暮らせる福祉のまち』っていいねっ！　そんなまちづくりを一緒にすすめましょう！！

その他の会費の使い道は、詳細を記載したリーフレットを組回覧させていただきますので、ご覧ください。

区　分 金　額 対　象 依　頼　方　法
一般会費 300円 市内各世帯 自治会及び町内会へ取りまとめを依頼します
賛助会費 1,000円 個人・篤志家 個人・篤志家へ依頼します
団体会費 2,000円 社会福祉・ボランティア団体 各団体へ依頼します
特別会費 3,000円 企業 社協役員・職員が訪問して依頼します
施設会費 5,000円 社会福祉施設等 各施設へ依頼します

役　職 氏　名 選出区分 役　職 氏　名 選出区分
会　長 中村盛髙 福祉事務所 理　事 宮﨑年弘 保護司会
副会長 大須賀隆 自治会長連合会 〃 押尾　宏 校長会

〃 小澤幸弘 民生委員児童委員協議会 〃 仲安　寛 商工会議所
理　事 暮林亮治 自治会長連合会 〃 亀山　弘 学識経験者

〃 花澤正雄 民生委員児童委員協議会 〃 諸田欣三 学識経験者
〃 平口雄二 老人クラブ連合会 〃 藤田和義 社会福祉協議会
〃 三村文次 身体障害者福祉会 監　事 渡辺　紘
〃 鈴木喬治 地区社会福祉協議会 〃 荒井秀久
〃 河野良明 特別養護老人ホーム

東日本大震災「支え合い」プロジェクト!!
写真整理ボランティア活動

　島田市社協では震災で泥まみれになった後、ボラ
ンティアによって綺麗に洗浄された写真を、岩手県
山田町社協より送付してもらい、整理・分類をする
「写真整理ボランティア活動」を行っています。

～参加者の声～
＊持ち主に届いてほしい、何より持ち主の方が生
きていてほしいな。
＊震災について考えるようになり、この活動がと
ても意義のあるものだと感じている。

　あなたも島田市にいてできる「支え合い」プロジェ
クトに参加してみませんか？	
日　時：平成25年７月11日㈭ 午前10時〜11時30分
場　所：おおるり内
定　員：10名

参 加 者 募 集

問合せ…島田市社会福祉協議会 総務課 地域福祉係　☎0547-35-6244

　「自分の得意分野を活かせる場所がないかなぁ〜」
「何かはじめてみようかな〜」と思っているあなた！
あなたの特技を活かして地域で活躍してみませんか？

　あなたの得意なことを活かせる場所がココにあり
ます！！
　あなたの特技を待っています♪

趣味・特技を活かした
ボランティア活動始めませんか？

例えば…
＊弾き語り、楽器演奏などでイベントを盛

り上げる！
＊歌や踊りのショーで施設訪

問！
＊老人会や子供会でマジック

披露！　　　　　	などなど

興味のある方はぜひどうぞ!!

行って
みよう!

やって
みよう!

生活に困っている人のために

みんなで支えあうまちづくりのために
　地域みんなで支えあうしくみづくりのため
に、地区社協の運
営 補 助 や 設 立 準
備、また、市内福
祉団体等への活動
補助金として活用
しています。

ふくしのことを知ってもらうために
　福祉について知っていただくために、企業や
市内の小中学校、地域において高齢者疑似体験
セットやアイマスクな
どを使った“福祉出前
講座”を実施する際の
事業費として活用して
います。

被災地支援活動を推進するために

阿知ヶ谷、東光寺地区における交流会

　東日本大震災の被災地支援活動と
して、ベルマークの収集ボランティ
アや被災地の

写真洗浄・整理ボラン
ティア活動を実施するた
めの事業費として活用し
ています。 洗浄し、整理された写真

　生活に困窮する人々が生活を立て直し、安定
した生活が送れるよう、低所得世帯等に対する
資金の貸付や商品券の支
給、また、ライフライン復
旧のための資金支給にかか
わる費用に活用していま
す。

笑座・楽し舞歌♪さんに
よるバラエティショー
の様子〈 〉
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おしらせひろば

ご寄附の報告（４月１日〜５月31日）

あたたかい善意をありがとうございました。

〈寄附金〉
・後藤延代 様　　・天野正治 様
・乾モーター株式会社 様　　・島田市消費者グループ 様
・匿名　３名
〈寄附物品〉
・㈲GH合同保険事務所島田支店 様
（㈱水谷運輸、㈱太田商店、㈱桜井資源、㈲金谷環境、	
㈱アキタファインブランキング、㈱共栄社、㈱ディナー
サービス毎日）（ベルマーク）

・明るい社会づくり運動島田地区協議会 様（ごみ袋）
・㈱グロージオ 様（ペットボトルキャップ、使用済み切手）
・親睦会笹間渡婦人部 様（車座席シート、洗身用タオル他）
・NPO静岡県青年団 様（ペットボトルキャップ）
・大村誉子 様（衣類、バック）　・久保田ひさ 様（石鹸）
・ほほえみの里 様（使用済み切手）　・匿名 １名（介護用紙オムツ）

ご家族を介護されているみなさんへ

〈介護者のつどい〉
介護者同士で仲間づくりをしませんか
開催日：６月20日（木）午前10時〜 11時30分（プチ介護教室）
　　　　８月20日（火）午前10時〜 11時30分（おしゃべり会）
　　　　９月18日（水）午前9時30分〜午後２時30分（工場見学）
申込み：随時受け付けています。

〈家族介護教室〉
家族の介護を学びます！
日　　時：７月24日（水）、31日（水）
場　　所：プラザおおるり第１多目的室
募集人数：30名
内　　容：在宅介護者向け介護講座
　　　　　介護技術演習、介護者の健康管理
　　　　　介護機器の使い方など
対　　象：市内在宅介護者

（要支援・要介護認定を受けている方を在宅介護
している家族）

申込締切：７月19日（金）

介護者のつどい／家族介護教室

みんなで楽しく交流する機会にしましょう！

　子どもから高齢者、みんなの交流の機会として「ふれあい
広場」を開催します。
　福祉活動発表、作品展示、福祉体験、模擬店等の参加者・
団体を募集します。
開催日時：平成25年10月６日（日）
　　　　　午前10時〜午後２時（予定）
会　　場：島田市民総合施設プラザおおるり（１〜２階予定）
参加対象：個人、福祉施設・団体、ボランティアグループ、

NPO法人等
　　　　　※詳細はお問い合わせください
申込締切：平成25年6月28日（金）

ふれあい広場参加団体募集

毎年実施をしています

開 催 日：平成25年８月16日（金）
時 間：午前６時30分〜10時
場 所：大井川河川敷　旧国１鉄橋下
注意事項：行政指定のゴミ袋に格納（燃えるゴミ扱い）
　　　　　金物、ガラス類は不可
問 合 せ：ボランティア	ふれ愛
　　　　　代表　大村泰史　☎46-0240

精霊盆棚供養

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

社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
〒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）

事務局総務課　総務係・地域福祉係・生活支援係

TEL	0547−35−6244　FAX	0547−34−3261

ホームページ

ブログ

メール

http://www.shimada-shakyo.jp

fureai@shimada-shakyo.jp
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６月１日～８月31日の相談日
内　容 会　場 相　談　日

◦福祉総合相談
午前8時30分～午後１時

社協事務局 月～金曜日

◦弁護士相談	 要予約
午前10時～午後３時

おおるり
第５会議室

６月25日（火）
７月25日（木）
８月26日（月）

相談日のお知らせ
中村相談員

　あなたのお悩み解決のお手伝いをします

　福祉と子育て〜知ることから始めよう！〜

　福祉への理解と関心を高めるため、「福祉と子育て」をテー
マとした講演会・座談会を開催します。今、島田でキラキラ輝
いている人たちからの話を聞いて、福祉に触れてみませんか？
日　時：平成25年８月24日（土）午前10時〜正午
場　所：プラザおおるり大会議室
内　容：福祉＆子育て講演会
講　師：①お母さん業界新聞・静岡版　編集長　杉本真美さん

②島田市肢体不自由児（者）親の会〜リアンの会〜
　代表　坂田美智子さん
③子育て支援相談室「あい愛サロン」　池谷愛子さん

対　象：子育てや福祉活動に興味がある人（子ども同伴可）
参加費：無料
お願い：自宅にベルマークや使用済み切手があればお持ち下さい

福祉のつどい


