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10月６日㈰と　き ところ 市民総合施設

プラザおおるり

※駐車場に限りがございます。公共交通機関等でのご来場にご協力ください。

主催：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会　 後援：島田市

第34回　共に生きる

＊2013 しまだ福祉・交流の輪＊

ふれあい広場ふれあい広場

＊フライングディスク
＊お菓子のつかみ取り
＊伝承遊び
＊ストラックアウト
＊エプロンシアター
＊似顔絵キーホルダー

楽しい交流!!

＊一五一会の楽器演奏
＊フラダンス
＊ビンゴ大会
＊しまだ市っ歌り元気体操
＊赤ちゃんハイハイレース

ステージ発表! ＊手話体験
＊要約筆記体験
＊点字体験
＊アイマスク体験
＊盲導犬デモンストレーション
＊病院、医師へ感謝の手紙の作成
＊ベルマーク仕分けボランティア体験

福祉体験! ＊焼きそば
＊フランクフルト
＊手羽先の炭火焼
＊市内福祉事業所の手作り品
＊ふれあいバザー
＊小物アクセサリー
＊島田汁無料配布 など

模擬店!

ふれあい広場
お楽しみ券
「ミルクもち」
引換券
(200食)限定

おうちにある
ベルマークや使用済み切手
ペットボトルキャップを
持ってきてね♥

「ミルクもち」
の

無料配布もある
よ!!

（200食限定）

会長就任挨拶
　このたび９月１日付けで、会長に就任いたしました。もとより微力ではございますが、これまでの経
験を踏まえ、これからの島田市社会福祉協議会の円滑な運営と地域福祉の充実に向けて、その職責を全
うするよう努めてまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　さて、近年、一人暮らしや高齢者世帯の増加とともに、少子化の進行や核家族化によって、子育てへ
の不安や虐待など地域社会を取り巻く環境が大きく変化しています。
　また、東日本大震災では、人的、物的被害を経験し、地域では、お互いの助け合いや協力、ボランティ
アの支援など人と人との「絆」の大切さが改めて認識されました。自分や家族の努力（自助）と公的な
支援（公助）に加え、地域の中で共に助け合い、支え合い、皆様が笑顔で安心して暮らすことのできる

地域づくり（共助）が今、改めて求められています。
　このため、私ども社会福祉協議会は、市民の皆様や行政と協働し「きづきあい、みとめあい、共に生きるまち、島田」の基
本理念実現に努めているところであります。
　島田市社会福祉協議会は、今日まで、多くの会員の皆様に支えられてまいりました。皆様方の温かいお気持ちを忘れずに、
職員一同引き続き、皆様の信頼と期待に応えるため、地域と共に、事業の推進に努めてまいります。皆様のより一層の御理解
と御支援を切にお願い申し上げまして、会長就任の御挨拶といたします。

会長　小澤　巌
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　グループワークは、参加者が４～８人のグループにわかれ、ＫＪ法（ふせんを使ったグループワーク）で実施しま
した。日頃生活する中での生活課題・福祉課題について参加者が意見を出し合い、その中から地域で解決したい課題
を１つ選び、解決方法・取り組みについて意見交換し、グループとしての意見をまとめました。

　小地域福祉活動の推進のため、地域住民
が中心となって地域福祉活動が行えるよう
リーダーを養成します！

　金谷地区では、自治会、民生委員児童委員、保健委員、
ボランティア団体等が中心になり、地区社会福祉協議会の
設立に向けて、検討会を今年の４月から開催しています。
　月１回の検討会を始め、地区福祉懇談会や静岡市清水
区庵原地区社会福祉協議会の視察研修等を通じて、金谷
地区の福祉課題や取り組み、組織体制等について話し
合っています。
　今後も検討会等で準備
を進め、来年３月頃に地
区社会福祉協議会を設立
する予定でいます。

①主催者あいさつ
②職員説明（島田市の地域福祉推進について）
③大学講師による基調講演
④グループワーク
⑤グループワークの発表
⑥大学講師による講評
⑦地区としての地域福祉推進の検討（意見交換）

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

　第三小学校区地区社会福祉協議会の活動を紹介します。第三地区では、平成21年１月に地区社協が設立さ
れ「地域でできることは、みんなで協力し合ってやろう!」と活動を続けてきました。子どもとお年寄りの交
流によって、世代を超えた顔の見える地域づくりが進められています。

　これらの活動を始めたきっかけは、地域の男性を引き込みたいという思いからでした。ふれあいサ
ロンにはなかなか参加してもらえないため、野菜作りや子どものころの遊びを教えるなど、特技を活
かして子どもたちとかかわってもらうことで、地域に出てくる人が増えていき、子どもたちとも顔見
知りになって、挨拶をし合える関係が少しずつできています。外に大人がいて声をかけてくれるだけ
で、高齢者が社会とかかわるきっかけになるとともに子どもたちの見守りにもなるため、安心安全の
まちづくりにつながっていくと感じています。
　これからもできることはできる範囲で、身近なことは近くにいるみんなでやっていこうと思います。

第２弾！

鈴木喬治会長

地区福祉懇談会を開催しました
「きづきあい、みとめあい、共に生きるまち 島田」を目指して

　島田市の地域福祉計画、島田市社会福祉協議会の地域福祉活動計画の基本目標である「地域福祉を推進する仕組み
づくり」を具体的に推進するため、６～７月に地区社会福祉協議会が設立されていない地区を対象に12回地区福祉
懇談会を開催しました。

地区福祉懇談会の内容

参加者募集！
小地域福祉活動リーダー養成講座

地域福祉を推進する仕組みづくりに向けて
～金谷地区～

　地域の福祉課題を解決するために、小地域福祉活動の推進、そのための組織として地区社会福祉協議会の設立を各
地区へ呼びかけています。既に市内７箇所で地区社会福祉協議会が設立され、小地域福祉活動が具体的に展開されて
います。今後も、各地区の代表者や活動者を中心に、設立に向けた説明会、検討会を開催していきます。

島田市社会福祉協議会では

出された福祉課題 地域としての解決方法・取り組み

グループワークの内容（主なもの）

ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯が
増えた。ひきこもり等にならないよ
う、そして地域で安心して暮らすた
めに、どうしたらいいか。

・散歩をしながら等、気軽にできる見守り活動を行う。
・回覧板を回す時、声かけをしてわたす。
・地区の公民館等を開放、または空き家を借りる等して、高齢者が

気軽に集まれる場所をつくる。（居場所づくりをする）

地域の中でのコミュニケーションが
減った、不足している。人間関係が
希薄化した。住民同士が関わる機会
が減った。

・子どもも大人も、身近なところでみんなで「あいさつ」する。
・登下校時に、声かけをする。
・川ざらい、防災訓練等の地域行事の後に、交流の機会をつくる。
・地域で活動する団体同士の情報交換、つながりをつくる。

若者が進学や就職のため、外に出て
行き、若者が減った（少子高齢化が
進んだ）。また、若者とのコミュニ
ケーションも減った。

・子どものころから地域の良さを伝える活動をする。
・成人式の前後に、集まる機会をつくり、交流を図る。
・若者主体、中心で地域のイベントを企画してもらう。
・世代間交流、三世代交流を行い、顔をあわせる機会をつくる。

ボランティア活動等の活動者がいな
い、固定化、高齢化した。新しい担
い手をどのように育成、確保したら
いいか。

・みんなで声かけ（発掘）し、みんなで心構えを統一し、みんなで
学んで（育成）、みんなで活動するようにする。

・地域の中には、活動したいと思っている人がいるはず。回覧やチ
ラシ、口コミ等の方法で周知する。

開催日時 内容

第１回 10月21日㈪
10:00～12:00

地域で生きづらさを感じて 
いる人をどう支えるか？
～プログラムづくりのポイント～
講師：静岡福祉大学　教授

清水将一　氏

第２回 10月31日㈭
10:00～11:30

笑顔いっぱい！島田市内の 
“居場所づくり”を知ろう！
講師：地区社協スタッフ

第３回
11月７日㈭
8:30～14:00

（予定）

事業内容や広報の仕方を学ぼう！
～先進地区社協の視察研修

（静岡市・駒越地区社協）～

第４回 11月14日㈭
10:00～12:00

地域住民が求める小地域福祉
活動を実践しよう！
講話とグループワーク

場 所：プラザおおるり 他
対象・定員：小地域福祉活動に興味のある20人
参 加 費：無料
申込み・締切：10月17日(木)までに社協へ電話やFAX

により申込み

第三小学校２年生との野菜作り♪
　今年もきゅうりやトマト、と
うもろこしなどを子どもたち
と一緒に育てています。野菜
ができたら、地区社協の女性
たちが美味しく調理をして、子
どもたちと一緒に食べてとて
も喜ばれ、余った野菜は親御
さんへプレゼントしています。

第三小学校　昔の遊びクラブ♪
　クラブ活動で子どもたちに
昔の遊びやおもちゃ作りを教
えています。今回は、鳥の巣
箱を一緒につくって、学校の
敷地内に設置しました。来年
の春には、鳥たちが来てくれ
るといいなと子どもたちも楽
しみにしています。



ふれあい広場 赤ちゃんハイハイレース
ご家族揃ってふれあい広場へお越しください！

日　　時　平成25年10月６日（日）11時30分頃～ (予定)
対　　象　島田市内在住でふれあい広場当日に1歳未満の

乳児
定　　員　先着20名限定
受付期間　平成25年９月２日から９月30日まで
　　　　　※定員になり次第締切
会　　場　プラザおおるり　ホール
　　　　　ステージ
※集合場所や時間は、参加受付後に

郵送いたします。

在宅介護者リフレッシュバス旅行
　在宅介護をされているご家族を対象として、日帰りバス
旅行を行います。
　美味しい食事とゆったり入浴で、日頃の介護疲れを癒し
ませんか？
日　　時　平成25年11月20日（水）
　　　　　8：00出発　17：00帰着予定
目 的 地　富士山方面予定
　　　　　（食事や温泉をゆっくりお楽しみいただけます）
参加対象　①介護保険制度で要介護・要支援認定を受けた

方を在宅で介護している家族
　　　　　②寝たきり・認知症・障害のある方を在宅で介

護している家族
　　　　　※要介護者の方が施設入所や入院をしている場

合は対象となりません。
　　　　　※基本は１家族１名ですが、複数名の参加を希

望する場合はご相談ください。
定 員　90名（申込多数の場合は抽選となります）
参 加 費　3,000円
申込方法　所定の申込書に必要事項を記入し、社会福祉協

議会へご提出ください。
申込期間　平成25年9月13日㈮～平成25年10月18日㈮
※詳細は、ホームページ、社会福祉協議会窓口のチラシを

ご覧ください。

ぜひどうぞ!!
やってみよう！行ってみ

よう！

参加者募集
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ふれあい広場ボランティア募集！！
　ふれあい広場＊2013しまだ福祉・交流の輪＊での①学生ボランティアと②シニアボランティアを募集します。
楽しい交流や福祉体験を通じた多くの市民のふれあいの場を一緒に盛り上げてみませんか？

日 程：平成25年10月6日（日）
時 間：午前９時から午後１時30分まで（準備・片付けの

時間含む）
場 所：プラザおおるり
対 象：①中学生以上　②おおむね55歳以上の方
内 容：①各コーナーや運営の手伝い・準備
　　　　　②参加特典であるミルクもちづくり ↑昨年度のボランティアの様子です。

ボランティア情報コーナー「結び場」

ふれあい健康プラザは、高齢者の介護予防および健康の増進を図るために島田市が設置した施設で、指定管理
を受けて島田市社会福祉協議会が管理運営をしています。

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

川根介護予防拠点施設

をご利用くださいふれあい健康プラザ

利用案内
◦対 象 者　⑴市内在住の65歳以上の方

⑵高齢者の社会参加を支援する活動を行う方
⑶その他市長が特に必要と認める方

◦開館時間　午前９時から午後５時まで
(浴場は午後２時から午後４時まで)

◦休 館 日　⑴毎月第２、第４日曜日
⑵12月28日から翌年１月４日まで
⑶その他市長が必要と認める日

◦使 用 料　無料
※テレビ、囲碁、将棋等の用具も無料

◦そ の 他　⑴敷地内は全面禁煙
⑵浴場を利用しようとする方は、あらかじ

め承認が必要

施設案内
⑴機能訓練室

｢介護予防講座｣ や ｢生きいきサロン｣「げんき教室」
などを実施しています。

⑵作業室
囲碁や将棋をしながら、くつろぎの時間を過ごす
ことができます。

⑶浴場（男湯･女湯）
毎日、川根温泉から温泉を運び、介護予防を目的
に開放をしています。

自主事業　「高齢者のための介護予防講座」
　将来寝たきりや認知症になら
ないよう、生きがいのある生活
や人生を送るための講座を年６
回開催しています。
◦対 象 者　市内在住の65歳

以上の方
◦会 場　機能訓練室
◦時 間　午後２時から午後３時半まで
◦参 加 費　無料

※次回は10月22日(火)に開催します。「高齢者の予防体操・運動について」

所 在 地
〒428-0104
島田市川根家山1313番地の35
☎0547－53－3293

歌や体操を交えた
楽しい講座です。

島田市大祭り「赤ちゃん休憩所」ボランティア募集!!
　島田市子育て支援ネットワークでは、大祭りにおい
て、赤ちゃん連れのお母さんが授乳やおむつ替えがで
きるスペースを提供します。当日、休憩所の呼び込み
やチラシ配りのボランティアをしてくれる方を募集し
ています。

日 程：平成25年10月12日(土) 、13日(日)、
　　　　　14日(月)のいずれか
時 間：午前の部 午前９時30分から午後０時30分まで
　　　　　午後の部 午後０時30分から午後３時30分まで
　　　　　※一日参加も可。
場 所：地域交流センター「たまご」
　　　　　島田市本通三丁目6-1
対 象：中学生以上
内 容：駅前でチラシ配り、本通で呼び込み、会場

内トイレ等の案内
持 ち 物：一日参加してくださる方はお弁当持参。
締め切り：平成25年10月７日（月）

ボランティア活動資機材購入助成
　市内で地域福祉事業を主に行っているボランティア
団体や地域福祉活動団体の事業拡充を図るため、必要
な資機材購入の一部助成を行っています。

対象団体：市内で活動をしているボランティア団体及
び地域福祉活動団体

助 成 額：上限100,000円
　　　　　※ただし、購入費１割を団体の自己負担
申請受付：平成25年10月１日から10月31日まで
申請方法：申請書に必要事項を記入し、必要書類を添

付して社協へ提出

西伊豆町水害に係わる協力のお礼
　７月22日から25日までに協力を呼びかけた土嚢袋
について市民、団体、自治会等の皆様から4000枚
を超える寄付をいただきました。これらは、７月25、
26日に職員が西伊豆町災害ボランティア本部に届け、
すぐに西伊豆町で活用していただくことができました。
　また、７月26日には、
初めての志太三市社協
の連携による「ボラン
ティアバス」の運行を行
い、島田市から９人、藤
枝市と焼津市から合せて
13人が参加し、家屋の
泥水の掻き出しなどを行
いました。（活動の様子
は、社協のブログで紹介
をしています。）
　御協力をいただいた 
皆様に感謝いたします。 
ありがとうございました。

収集活動の寄附のご報告（６月1日〜８月31日）
収集活動に御協力いた
だきありがとうござい
ました！
・島田第四小学校　様
　（ペットボトルキャップ）
・金谷中学校　様
　（ベルマーク）
・金谷高等学校　様（使用済み切手、書き損じ葉書）
・六合東小学校　様（ペットボトルキャップ）
・川根中学校　様（ペットボトルキャップ）
・六合小学校　様（ペットボトルキャップ）
・島田樟誠高等学校　様（ペットボトルキャップ）
・島田第二中学校　様（ベルマーク、使用済み切手、

書き損じ葉書）
・島田地区更生保護女性会　様（使用済み切手）
・磯口圓一　様（使用済み切手）
・島田第一中学校　様（ペットボトルキャップ）

　　この事業は、赤い羽根共同募金を活用しています。
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おしらせひろば

ご寄附の報告（６月１日〜8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〉
・みんなの歌謡祭　松本 學 様　　・神代醇一 様
・大石会　白石正幸 様　
・株式会社エンチョー ジャンボエンチョー島田店　様
・ユニー株式会社 アピタ島田店 様　・二十日会 様
・商工会川根元気女子会　様　・匿名　５名
〈寄附物品〉
・明るい社会づくり運動島田地区協議会 様（クレラップ、ゴミ袋）
・川根茶業青年団 様（川根銘茶ティーパック加工）

　住民の皆様や市内企業、大変厳しい社会情勢の中にもかか
わらず多くの方々に社会福祉協議会会費納入への御協力をい
ただき、厚く御礼申し上げます。
　皆様からいただきました会費は、小地域福祉活動の充実の
ため、地区社会福祉協議会の組織化・支援を図るとともに、
ボランティア活動・福祉教育など、地域福祉を推進するうえ
での貴重な財源として活用させていただきます。

会費ご協力のお礼

　北部デイサービスセンターでは、平成25年９月16日（月･
休日）から「国民の祝日に関する法律に規定する休日」もサー
ビスの提供を行うことにしました。
　なお、営業時間やサービス提供時間、利用料等は今までと
変わりません。
問合せ先：北部デイサービスセンター　0547－32－1101

北部デイサービスセンターからのお知らせ

日 程：平成25年10月19日(土)
時 間：開演 午後２時　終演 午後３時30分
　　　　　（開場 午後１時30分）
開 場：藤枝市商工会議所４階ホール
チケット代：前売り1,000円　当日1,500円
問合せ先：おのころ島　054-641-7001

おのころ島 福祉コンサート2013

※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

島田市社協 検 索

島田市社協ブログ 検 索

９月１日～ 10月31日までの相談日
内　容 会　場 相　談　日

◦福祉総合相談
午前8時半～午後５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

９月25日（水）
10月25日（金）

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

職 員 募 集
募集職種 主任ケアマネジャー ケアマネジャー 看護師
人　　数 若干名 若干名 若干名

採用時期 平成26年４月１日
※面接結果により早期採用あり

平成26年４月１日
※面接結果により早期採用あり 随時

身　　分 常勤で正規 常勤で正規 実働契約職員　(パート)
※経歴・面接結果によって正規採用あり

勤務場所 地域包括支援センター又は、
しまだ事業所・かわね事業所 しまだ事業所又は、かわね事業所 川根デイサービスセンター・かわね

事業所又は、しまだ事業所
応募資格 昭和43年4月2日以降に生まれた人 昭和48年4月2日以降に生まれた人 不問
必要な資格 主任介護支援専門員／普通自動車免許 介護支援専門員／普通自動車免許 看護師又は保健師／普通自動車免許

給　　与 月額215,700円から
※規程により前歴を勘案します。

月額185,000円から
※規程により前歴を勘案します。 時間額1,100円から1,500円

手　　当 期末勤勉手当／通勤手当等 期末勤勉手当／通勤手当等 精勤手当／通勤手当

募集締切　平成25年９月30日㈪　　提出書類　履歴書（写真添付）　　提出先　下記事務局までお届けください。

会費区分 依頼方法 件数 金額（円） 前年度金（円）

一般会費 自治会、町内会長様を通
じて市民の皆様に依頼 26,563件 7,801,961円 8,050,770円

賛助会費
市民の篤志の方、民生委
員・児童委員、市役所職
員、社協役職員へ依頼

941件 1,068,000円 1,255,600円

施設会費 市内社会福祉施設に依頼 48件 240,000円 240,000円

団体会費 市内で活動する福祉団体
へ依頼 116件 243,000円 241,000円

特別会費 主に市内企業へ依頼 204件 883,895円 943,000円

計 10,236,856円 10,730,370円

平成25年８月31日現在


