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 島田市社会福祉協議会社会福祉法人

新年のご挨拶
島田市社会福祉協議会　　

会長　小澤　巖

　新年のご挨拶を申し上げます。
　みなさまには、すこやかに新しい年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。
　本年も、島田市社会福祉協議会は、人と人とのつながり、支え
合うことを大切にし、様々な事業を通して、子どもから高齢者ま
で、「誰もが安心して生き生きと暮らせる福祉のまちづくり」の
推進に努めていきたいと考えています。
　当協議会に対しましての、みなさま方の引き続いてのお力添え
を、心からお願い申し上げるとともに、本年が明るく希望に満ち
た年でありますようお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

つながり

やさしさ

笑顔

支え合い

しあわせ
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「みんなで支え合う
～生活支援の一つのカタチ～」

　私たちが住む島田市には、子どもからお年寄りまでたくさんの人が暮らしています。東日本大震災でも一
つのキーワードとなったのが、「人と人とのつながり」。この“つながり”は、お互いを想いやる気持ち、「支
え合いの心」が軸となっています。日々の生活の中での「支え合い」について、見つめてみましょう。

特集

「困ったなぁ…
どこに相談したら
いいんだろう？」 専任相談員があなたの心に寄り添い、

解決に向けて一緒に考えます。

お気軽にご相談ください！

社協の生活支援事業　　　　関係機関と協力をして対応します。

　◦福祉総合相談（日常生活における様々な相談をお受けします）
　◦資金貸付（一時的な生活費等の貸付をします）
　◦ライフライン復旧支援（電気・ガス・水道が停止した場合に、その復旧に係る費用を支援します）
　◦緊急食糧支援（商品券やレトルト食品等を支給します）

社会福祉協議会では、地域の中で不安を抱えている方を支える事業を実施しています。

地域の中には、
　◦一人暮らしの高齢者がいます。
　◦身体の不自由な人がいます。
　◦寂しさを抱えている人がいます。
　◦生きがいを見失った人がいます。
　◦心に傷を抱える人がいます。

様々な人が暮らしています。

そして、地域の中での支え合い活動があります。

　◦高齢者や子どもを対象としたサロン活動
　◦見守り活動
　◦地域における居場所づくり

などなど…

「最近、物忘れが多くなってきて不安だなぁ」という高齢の方、「自分だけでは上手く年金のやりくりができないなぁ」

という知的障害や精神障害のある方などを対象に 日常生活自立支援事業 を実施しています。

利用されている方の生活を支える
“生活支援員”

☆毎月決められた日に訪問をします。
　◦相談ごとへのアドバイスや情報提供
　◦公共料金等の支払い
　◦生活費の払戻し
　◦市役所などの事務的な手続きのお手伝い
　◦通帳や印鑑などの管理
その方が必要とする支援について計画を立てた上で支援をします。

毎月の訪問は生活支援員が
行います。
島田市社協では、現在17
人の支援員が活動してい 
ます。

「利用者さんとの出会いが、私を成長させてくれました」
生活支援員　河村博子さん（島田市道悦）

《利用者：知的障害のある男性》
★私が生活支援員になったきっかけ
　民生委員として12年、社協の福祉総合相談員として９年、本当に様々な相談の対応をしてき
ました。この間、私はいろんなことを学びました。
　社協から日常生活自立支援事業の生活支援員をお願いしたい、という話があった時、最初は自分にできるかどうか
不安に感じましたが、今までの経験を活かせるのではないかと思い、今、生活支援員の仕事をしています。
★生活支援員になって良かったこと・大変だったこと
　利用者さんのお宅には、月１回訪問をしています。最初は、挨拶をしてもそっぽを向いてしまい、言葉数も少なく、「ど
うしたらいいんだろう」と思うこともしばしばありました。それでも根気強く訪問の際にはなるべくたくさん声をか
け、あたたかい雰囲気で接していったところ、次第に心を開いてくれるようになりました。最近では「帰り、気を付
けて帰ってよ！」と利用者さんから私に言葉をかけてくれるようになりました。本当に嬉しかったです。「支援員になっ
て良かったなぁ」と思った瞬間でした。
★私が考える支援とは
　支援というと、こちらが“与える”というイメージがありますが、私は利用者の方々に支援を“させてもらってい
る”と捉えています。というのも、支援の中で利用者さんから得るものが数多くあるからです。支援は決して一方的
なものではなく、相手も自分もお互いに成長し合うものであると私は思います。

歳末たすけあい運動事業「思いやり商品券贈呈事業」
市民の皆様に協力いただいた「歳末たすけあい募金」を活用し、支援を必要とする方へ商品券を贈呈します。

対　　象　島田市在住で失業や収入減などの理由により非課税世帯と同等程度に生活が困窮している世帯
　　　　　（ただし、生活保護世帯、年越し支援金贈呈世帯は除く）
　　　　　※提出いただいた申請書の内容を確認し、支援の必要性を社協内で審査した上で贈呈者の決定をします。
支援内容　一世帯5,000円分の商品券を贈呈
申請方法　申請書に必要事項を記入し、社協窓口へ提出（申請書は社協窓口にあります）
受付締切　平成26年１月31日（金）
問 合 せ　生活支援係　☎35－6244

そんな時は…

東町ふれあいタイムの様子

第三地区社協グリーンクラブの様子

中村相談員

　阿知ケ谷・東光寺地区社会福祉協議会の活動を紹介します。阿知ケ谷・東光寺地区では平成25年３月に地区
社協が設立され、子どもからお年寄りまでのつながりづくりを目標に活動しています。今回は12月に行われた
お楽しみ会の様子を取材させていただきました！

第４弾！

　この地区の自慢は、ボランティアをはじめとする住民がとても協力的なところです。活
動を始めた理由は、「つながりを作り、楽しみながら皆のあったらいいなを実現していき
たい」という思いからです。地区社協ができ、住民同士の会話が多くなり地域が明るくなっ
たと実感しています。まずは参加すること。そして自分自身が楽しむこと。楽しいところ
には人が集まってきます。つながりを大事にし、お互いに助け合える地域を目指し、今後
も活動していきたいと思います。

大石会長

餅つき
「よいしょ～！よいしょ
～！」と子ども達の大き
な声が響いた餅つき☆役
員の人と一緒に杵を持ち
餅つきをしている子ども
達の顔はとても活き活き
していました♪

ミニ門松づくり
門松はお正月に神様を家に迎え入れる
ための目印となるんだよという説明に
興味深々の子ども達☆作業に悪戦苦闘
しながらも一生懸命作っていました。
～参加者の声～
大変だったけど冬休みの良
い思い出になったよ。
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　社会福祉に対する意識の向上及び啓発と住民参加で築く福祉のまちづくりの実現に向け、決意を新たにす
るとともに併せて多年にわたり社会福祉の実現、地域福祉活動に功労があった個人及び団体に感謝の意を表
すため、福祉大会を実施します。

島田市社会福祉大会 を開催します！

平成2
5年度

授産所製品販売
市内授産所の通所者が心を込めて作成
している品物です。ぜひ手にとってご
覧ください。

市内小・中学校福祉活動紹介
市内小中学校で取り組んでいる福祉活
動や学習を展示します。

※事前申し込み、整理券等はありませんので、
ぜひ、ご来場ください。

☆他にも様々なコーナーがあります☆

収集活動コーナー
大会当日に下記のものを回収します。ぜひお持ちいた
だきご来場ください。
エコキャップ

書き損じはがき 使用済み入れ歯

ベルマーク 使用済み切手

日 時	 平成26年２月８日（土）午後１時～午後３時30分

会 場	 プラザおおるり　ホール他

内 容	 ◇開会アトラクション　合奏
	 ◇式典
	 　島田市社会福祉協議会会長表彰
	 　ボランティア活動資機材助成目録贈呈　他
	 ◇福祉活動発表
	 　島田市立六合東小学校
	 ◇福祉講演
	 　講師：腰塚勇人

【講演テーマ】

「命の授業～今の幸せに気づくことから夢はひろがる～」

　命の大切さ、生きていることの素晴らしさ・両親・家族・仲間の大切
さなど、普段の生活の中で当たり前に感じ、忘れかけている大切な幸せ
について、また、一人ひとりが誰かを照らす存在であることを、講演を
通じてお伝えいただきます。

― 講師プロフィール ―
神奈川県生まれ。元・体育教師・養護教員。スキーでの大事故をきっか
けに、全身マヒの体に。その後、懸命のリハビリにより社会復帰できる
までに回復し、事故をきっかけに人生も人生観も大きく変化した。

手話通訳・要約筆記
があります。

平成24年度　島田市社会福祉大会の様子
〜福祉活動発表〜

第36回ボランティア研究集会
　静岡県内でボランティア活動・市民活動に関心を持つ人た
ちや実際に活動している人たちが一堂に会し、情報の交換や
話し合いを通してお互いの活動に関する学習とボランティア
同士のネットワーキングの機会を積極的につくることを目的
に開催します。

日　時　平成26年２月９日（日）午前10時〜午後４時45分
会　場　焼津文化会館　大ホール他
テーマ　今　わたしが　あなたができることは？

―みんなでやらざあ 焼津のまちから 夢づくり―
内　容　①基調講演 ｢生きていく。いのちの輝きを支えて｣

講師：内藤いづみ氏
　　　（在宅ホスピス医/山梨県甲府市在住）

②テーマ別分科会（８つ）
③全体会（焼津高等学校書道部パフォーマンス）

参加費　（一般）1,000円　（学生）500円
申　込　所定の参加申込書に必要事項をご記入の上、静岡県

ボランティア協会まで
※申込書は社協（おおるり）窓口にあります。

締　切　平成26年１月20日（月）
問合せ　特定非営利活動法人　静岡県ボランティア協会

ＴＥＬ：054-255-7357
ＦＡＸ：054-254-5208

収集活動の寄附のご報告
（11月1日～12月27日）
六合東小学校様（ペットボトルキャップ）
島田北中学校様（ペットボトルキャップ）
川 根 小 学 校 様（ペットボトルキャップ）
ＪＲ貨物静岡総合鉄道部運転課様
　　　　　　　 （ベルマーク、使用済み切手）
匿名（使用済み切手、ベルマーク、ペットボト

ルキャップ）

ボランティア情報コーナー「結び場」

災害ボランティアセンターとは
　災害発生後の被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支援活動を希
望する個人や団体の受け入れ調整やマッチング活動を行い、ボランティア活動を
円滑に実施するために設置されます。

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を実施しましたもしもの
時に備え

今回の訓練では
　12月１日（日）に、社会福祉協議会職員と災害ボランティアコー
ディネーターで、プラザおおるりへ災害ボランティアセンターを設置
し、「受付」「マッチング」「出発オリエンテーション」の運営訓練を
実施しました。
　また、金谷地区で被害があり、活動要請があったと想定し、「災害
ボランティアセンター金谷（サテライト）」を設置する訓練も併せて
実施しました。
※協力：金谷小学校避難所運営会議

家の片付けを
手伝ってほしい等

ボランティア派遣・活動

※島田市での被災者からのニーズ（要請）は、各避難所から市災害対策本部を経由して
災害ボランティアセンターへ入る想定です。

ニーズ受付

災害ボランティアセンター

いつもご協力ありがと
うございます♪
一人一人の気持ちが大
きな力になります。

学校の収集活動の様子（北中学校）

訓練の様子

受付（登録）

マッチング（活動調整）

出発オリエンテーション
（出発準備）

被災者

ボランティア活動希望者
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おしらせひろば

ご寄附の報告（11月１日〜12月27日）

あたたかい善意をありがとうございました。

〈寄附金〉
・補聴器のオオツカ　様
・島田市赤十字奉仕団金谷分団　様
・静岡福祉協力会　様
・川根町島商同窓会　様
・匿名　４名
〈寄附物品〉
・山本和弘　様（タオル、毛布、敷パット）
・マックスバリュ東海㈱マックスバリュ金谷店　様
　（車いす２台）
・明るい社会づくり運動島田地区協議会　様（洗剤、クレ 

ラップ）
・日本退職公務員連盟金谷地区　様（タオル）
・島田市赤十字奉仕団川根

分団　様（ウエス・雑巾・
洗剤・石鹸）

・ＪＡ女性部川根地区　様
　（タオル）
・匿名　３名
　（雑巾、タオル他）

※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

１月６日～２月28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 祝日除く
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 １月27日（月）

おおるり
第３会議室 ２月25日（火）

相談日のお知らせ
　あなたのお悩み解決のお手伝いをします

　皆様から寄せられた募金は、社会福祉協議会が行う歳末た
すけあい事業に活用させていただいています。
・川根民踊会　様　　・三枝会　様　　・中野希伃子　様
・静岡県美容業生活衛生同業組合島田支部　様
・島田市断酒会　様　　・金谷ハムクラブ　様
・島田市グラウンドゴルフ協会　様
・島田市民文化祭実行委員会　様
・島田市老人クラブ連合会　様
・久奈平朝市の会　様　　・森田町子　様
・さわやかいなり　様　　・飯塚　博　様
・相賀グラウンド・ゴルフクラブ　様
・岸町ふれあい交流会　様
・新田町老人会和楽会　様
・川根消費生活桜美会　様
・サカイ産業㈱サカイ・コンポジェット㈱交友会　様
・遍仁会　様　　・酒井治郎　様
・島田市立北中学校　様　　・匿名８件

歳末たすけあい募金にご協力いただいた皆様
（11月15日〜12月27日）

　本協議会では、福祉サービスに関する利用者からの苦情に
適切に対応する体制を整えています。
　苦情申出に対し苦情受付担当者が直接受付窓口となり、話
を伺い、内容によっては苦情解決責任者や第三者委員により
苦情解決に向けた話し合いを行い、解決に努めています。

福祉サービスに関する苦情解決について

　ご家族を介護されている方々を対象とした教室です。
日々の介護に活かしてみませんか。

日 時　①平成26年２月13日（木）午前10時～ 12時
②平成26年２月20日（木）午前10時～ 12時
※１日のみの参加も可能です。

場 所　プラザおおるり３階　第３多目的室
内 容　①介護者の負担を軽くする介護のコツを学ぶ

②要介護者の口腔衛生について学ぶ
参 加 費　１人300円（２日分）
定 員　30名（先着順）
申 込 み　社会福祉協議会(35-6244)

氏名・住所・連絡先をお伝えください。

家族介護教室参加者募集

中村相談員

マックスバリュ東海㈱
マックスバリュ金谷店様▶
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