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みんなのふくしだよりは、赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。 発行部数：33,500部
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　２月８日（土）、市民への福祉啓発を目的
に平成25年度社会福祉大会を開催しました。
　式典の後行われた「福祉活動発表」では、
六合東小学校の４年生・52人のみなさんが
今年度の学んだことを劇で表現し、耳の聞こ
えない人やお年寄りへの接し方などをわかり
やすく説明されました。
【来場者の感想】
♥小学生が直接障害のある人とふれあい、 

身をもって感じたことが良かった。
♥一生懸命さ、素直な心が伝わり、とても 

感動した。福祉について教えてくれた小学生 
に感謝！
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〜各学校の福祉教育の取り組み展示も行いました〜

視覚障害のある人が白杖でまちの中を歩く

時の気持ちがわかったよ

お年寄りの気持ちを考えてみたよ

体が不自由な子との交流を通して優しい心

を教えてもらったよ

みんなの幸せのために生きる幸せを感じ、

行動できる人になりたいな
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平成25年度

島田市社会福祉大会

特別功労表彰（島田市社会福祉協議会事業に対して、功労顕著であるかた）
神代醇一（横井三丁目）
民生委員児童委員（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）

冨山たみ子（東町）　　黒田康夫（竹下）　　大川原冨美子（祇園町）　　田村哲男（岸町）
保護司（保護司として８年以上在籍し、功労顕著なかた）

鈴木勝利（金谷代官町）　　坂原輝雄（御仮屋町）　　矢部浩三（中溝町）　　松田勝利（金谷富士見町）
社会福祉法人・施設の役員及び従事者
（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）
《役　員》　山本陽一（常葉福祉会）　　　桜井兼司（島田福祉の杜）　　　服部守弘（島田福祉の杜）
　　　　　五藤泰弘（島田福祉の杜）　　長谷川正男（島田福祉の杜）　　前里和夫（島田福祉の杜）
　　　　　杉本　護（島田福祉の杜）
《従事者》  森田美佳（永福荘）　　　　　横井さち子（ぎんもくせい）　　田中三枝子（本田山荘）

　　　　石神香織（本田山荘）　　　　福田至子（五和保育園）
社会福祉事業団体の役員（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）

小玉正年（身体障害者福祉会）　　　　　　　
身体障害者・母子自立更生者（身体障害者になり、８年以上自立更正に努めたかた）

松浦和義（身体障害者福祉会）　
社会福祉事業協力者（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）

小田島陽子　　　　　　　　　　　（福祉教育事業の社協事業協力）
島田市要約筆記サークル「うさぎ」（ボランティア団体）　しまだ次世代育成支援ネットワーク（ボランティア団体）
しろやま読み聞かせクラブ　　　　（ボランティア団体）　お達者クラブ（ＪＡたんぽぽの会）　（ふれあいサロン活動）
川井照代　　　　　　　　　　　　（収集活動ボランティア）

一言、一言が心に響きました。
気づかせてくれて、ありがとうご
ざいます。

まさに「命の授業」でした。感謝
の気持ちを再確認しました。

「助けて」と言えることの大切さ
を知りました。

体験を通しての話、心に響きまし
た。自分の生き方を反省しました。

「夢は本気になれば叶う」という
言葉に、勇気づけられました。

夢を持つすばらしさを学びまし
た。１日を大切に生きていきます。

　講師は、腰塚勇人氏で「命の授業　〜今の幸せに気づくことから夢はひろが
る」というテーマで講演をいただきました。
　腰塚氏は、中学校の元体育教員でスキー事故により、首の骨を折り、首から
下が動かない状態になりました。妻や両親、病院関係者等、周囲の応援と励ま
しにより、職場復帰されました。
　その中で、見方・考え方・感じ方が大きく変わり、現在は、教員を卒業し、「命
の大切さ」「自分の周りの人たちの大切さ」を伝える活動をしています。
　今回の講演でも、自らの体験から現在の考え方を伝えていただきました。

島田市社会福祉協議会会長表彰
皆様の御功績に心より感謝いたします。（敬称略・順不同）

福祉講演会

社会福祉大会の様子

参 加 者 の 感 想

市内福祉事業所の手作り品の販売 生きがいデイサービス利用者（高齢者）の作品収集活動コーナーかたくりの花のみなさんによる合奏



3 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

インタビュー !

社協では、ボランティア活動の紹介やボランティア団体の支援を行っています。
今月はボランティア活動者からのお話を伺い、ボランティア活動の魅力などを紹介します。
（①始めたきっかけ　②現在の活動内容　③ボランティアの魅力）

ボランティア情報コーナー「結び場」

中谷稔さん（稲荷町在住・50代）
①以前からボランティアには興味があり、社協の掲示
板を見ていたら職員に声を掛けられたのがきっかけ
です。
②月に1回の使用済み切手の整理ボランティア、シニ
アクッキングボランティア、子ども図書館や高齢者
施設での紙芝居ボランティアをやっています。
③ボランティアの魅力は ｢ありがとう｣ の言葉だと思
います。これまでたくさんの「ありがとう」の言葉
で元気をもらいまし
た。紙芝居ボラは特
に力を入れてやって
いるので、今後活動
を広げていきたいと
思っています。興味
のある方はぜひ一緒
にやりましょう！

社会福祉大会分　収集結果報告
ペットボトルキャップ

40,850個／ 95kg
使用済み切手	 1,140ｇ
ベルマーク	 3472.7点
書き損じハガキ	 205枚

収集活動の寄附のご報告（1月6日～2月28日）
◦島田地区更生保護女性会様（使用済み切手）
◦金谷中学校福祉委員会様（書き損じハガキ）
◦ＮＰＯ法人こころ様（ペットボトルキャップ）
◦サカイ産業㈱様（ペットボトルキャップ）
◦島田ライオンズクラブ様（ペット
ボトルキャップ、使用済み切手）
◦匿名（ペットボトルキャップ
　使用済み切手、ベルマーク）

諸田セツ子さん（川根町抜里在住・70代）
①定年退職をし時間に余裕が出来たこともあり、デイ
サービスに母もお世話になっていることから、自分
にも何かできることはないかと始めました。
②年に４回程度、季節にあったお茶を入れています。
③「家で飲むよりゆっくり飲めて美味しいっけよ～」
の声がすごく嬉
しいです。お茶
を知っている世
代の人たちだか
ら喜んでくれる。
その声を励みに、
自分も楽しみな
がら活動してい
ます。 利用者さんと楽しく談話中の諸田さん（写真中央）

島田ライオンズクラブ様

利用者も一緒に歌うなど参加型の紙芝居
ボランティアを行う中谷さん（写真左）

第５弾！

永田会長

　「地域の子は地域で育てる」をテーマに
活動しています。親と子ども、スタッフ
の笑顔溢れる集いの場になっています☆
～参加者の声～

「子育て相談をし合える仲
間が出来て、地域の繋がり
が強くなりました。」

　児童・生徒の登下
校の安全を見守る、
子ども見守り隊。ボ
ランティアからは「子
ども達の挨拶に元気
をもらっている」との
声が聞こえてきます。

子育てサロン「たんぽぽ」

子ども見守り部隊

　情報共有や体操による健康の
維持向上を目的に、季節ごとの
行事や地域の子供たちと交流会
を行っています。工夫を凝らし
た催しとボランティアによる手
作りの温かい食事は参加者の楽
しみとなっています♥

道悦ふれあいの会

　平成25年3月に設立された道悦島地区社協。キャッチフレーズは「心と心が通う福祉のまち…道悦島」です。今
回は道悦島地区社協の取組みを紹介します☆

　地区社協のスタッフはみんな目的を持って、仲よく活
き活きと活動しています。また、活動を通して人間関係
や地域の絆も強くなっていることを実感しています。こ
れからは、更に「ふれあい事業」「子育て事業」「見守り
事業」の３部会の活動を充実させるため地区民の理解と
協力を得るよう活動内容等情報の提供を行い、スタッフ
と利用者の拡大を目指します。



平成25年度共同募金運動実績報告

赤い羽根募金実績
募金の種類 協力者 実績数 実績額

戸別募金 市内各世帯 26,668世帯 6,686,186円
法人募金 企業 610法人 2,386,200円
篤志家募金 市民の篤志者 738人 1,526,050円
街頭募金・イベント募金 市民の皆様 10か所 144,071円
学校募金 小学校から高校生までの児童生徒 30校 469,832円
職域募金 企業や団体の職員の皆様 ７か所 232,116円
自販機募金 募金式自販機での購入者 ７台 74,932円
その他の募金 募金箱等 49,210円

合　　計 11,568,597円

静岡県共同募金から助成の決定を受け、平成26年度に下記の施設・団体が助成を受け様々な福祉活動に	
使われます。（一部25年度中に配分を受けています。）

赤い羽根募金の使いみち

No. 申請団体 申請内容 申請金額
1 道悦島地区社会福祉協議会 お年寄りの健康維持を目的とした用具の整備 300,000円
2 東町ふれあいタイム お年寄りの健康維持を目的とした用具の整備 157,000円
3 しまだおもちゃ図書館でんでん虫 ハンディのある子どもへの貸出用おもちゃの整備 151,000円
4 まいせるふ 子育ての楽しさを学ぶパパのチャレンジ講座 200,000円
5 しろやま読み聞かせクラブ 本の読み聞かせを中心とした子どもとお年寄り等のふれあい事業 192,000円
6 金谷民生寮 無料宿泊所提供のホームレス支援事業 700,000円
7 島田市社会福祉協議会 ふれあい広場の開催や市内の子どもの遊び場整備等の地域福祉事業 7,583,000円

合　　計 9,283,000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日まで実施した「共同募金運動」には、多くの皆様の御協力をいた
だき心よりお礼申し上げます。
平成26年２月末現在の募金実績額は１７，５１３，４９５円となりました。
　島田市お預かりした募金は、静岡県共同募金会に送金し、平成26年度の福祉施設や福祉
団体、ボランティア団体の事業に役立てられます。
　また、歳末たすけあい募金につきましては、12月～１月に実施した「歳末たすけあい運
動事業」に充てられ、生活困窮者の支援や年末年始の地域交流事業に使わせていただきました。
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『こんにちは！赤い羽根の宿　金谷民生寮です』
　昭和23年に、金谷民
生寮は誕生しました。
　その頃は戦後間もない
頃で、多くの行路者・浮
浪者（ホームレスといわ
れる人）が泊まりました。
今でも生活に困り寝る所
も無く旅をしている人達

がおり、当寮に参ります。無一文でこの事業を始めた頃、
この共同募金運動がスタートしたのでした。それ以来、
現在に至るまで助成をして頂いております。それ故に愛
称を『赤い羽根の宿』とつけました。ご支援者の皆様に
感謝いたしております。

高齢者ふれあいサロン　東町ふれあいタイム
　赤い羽根共同募金でレクリエーション遊具（輪投げ
セット、ビーンボーリング、ターゲットゲーム）を購入
させていただきました。公民館に拍手や笑い声が響きます。
　自治会、民生委員、保健委員OB、地域の皆様のご協
力をいただき、安心、安全なゲームを手軽に、おじいちゃ
ん、おばあちゃん、皆で楽しむ事が出来る様になりました。
　共に助け合い一人でも
多くの人達が集う会にし
ていきたいと願っており
ます。
　赤い羽根共同募金にご
協力下さった皆様、あり
がとうございました。



歳末たすけあい募金実績
募金の種類 実績数 募金額（円）

戸別募金（市内各世帯から） 26,433世帯 4,288,176円
法人募金（企業の皆様から） 13社 77,000円
その他の募金（個人・団体の皆様から） 32件 1,579,722円

合　　計 5,944,898円

12月～1月に下記のとおり使わせていただきました。

歳末たすけあい募金の使いみち

No. 配分先 助成希望額 配分内容

1 年越し支援金贈呈事業 2,705,278円 非課税世帯であって、一人親家族や一人暮らし高齢者など年末年
始に経済的支援を必要とする269世帯へ支援金を贈呈しました。

2 在宅寝たきり介護家庭支援事業 599,392円 在宅で寝たきりの方を介護されている269世帯に介護用品（スラ
イディングシート）を贈呈しました。

3 年末年始交流事業助成事業 264,000円 福祉団体等９団体に年末年始の交流事業の助成をしました。

4 思いやり商品券贈呈事業 715,000円 年越し支援金には該当しないものの、経済的支援を必要とする生
活困窮世帯143世帯に商品券を贈呈しました。

合　　計 4,283,670円

※募金実績額との差額は、平成26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。

5 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

　この度、私たちワークセンターきらりでは、歳末たすけ
あい事業の助成をいただき、１月11日に“ふれあい餅つ
き大会”を開催しました。
　日ごろから御協力いただいているボランティアの皆様、
地域の皆様を招待し、餅つきや豚汁作りを通して感謝の気
持ちを伝えることができました。同時に自主製品の販売や
バザーも行いました。当日は大盛況に終わり、笑顔あふれ
る一日となりました。
　市民の皆様からのあたたかな思いやりを本当にありがと
うございました。

『笑顔あふれる餅つき大会になりました！』	 ワークセンターきらり

　12月20日に“ふれあいクリスマス会”を開催しました。精神
に障害をもった方たちが社会復帰に向けて取り組んできた１年の
労をねぎらうとともに、地域の方々や日ごろお世話になっている
ボランティアさんと交流をし、楽しいひとときを過ごすことがで
きました。
　市民の皆様から心温まる尊い寄附をいただき、本当にありがと
うございました。

『ふれあいクリスマス会で楽しく交流できました』	 ワークステップドレミ

たくさんのありがとうを伝えたい！
～助成団体から市民の皆さんへ「ありがとう」～
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おしらせひろば

ご寄附の報告（１月１日〜２月28日）

あたたかい善意をありがとうございました。

〈寄附金〉
・川根さわやか有志会　様
・小長谷しげ　様
・戸塚ジュリ　様
・しましん五和会　様
・ユニー株式会社　アピタ島田店　様
・シミック CMO㈱　様
・匿名２件

〈寄附物品〉
・明るい社会づくり運動

島田地区協議会　様
・戸塚ジュリ　様
・匿名１件

※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

　ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を
補償する保険です。ボランティア活動を安心して行えるよう
保険加入をお勧めします。

平成26年度
ボランティア保険加入のご案内

３月１日～４月30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

３月25日（火）
４月25日（金）

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

中村相談員

開 催 日　平成26年６月８日（日）
時 間　午前８時30分〜午前10時
場 所　大井川河川敷

旧国道一号線鉄橋下（金谷側）
注意事項　・島田市のごみ袋に入れてください。

・だるまは受付しておりませ
ん。

・金属、ガラス類は除きます。
連 絡 先　ボランティアふれ愛

☎46－0240（大村）

雛・武者人形供養

　平成26年度の「みんなのふくしだより」は、発行回数が
６月・９月・１月・３月の年４回に、配布方法は各戸配布か
ら組回覧へと変更します。
　今後もホームページや事業チラシ等を活用しながら効果的
な情報発信に取り組みます。発行した「みんなのふくしだよ
り」はＰＤＦ版でホームページに掲載していますので、ぜひ
活用ください。なお、希望者には配布いたしますので、お問
合せください。

平成26年度
みんなのふくしだよりの発行について

しましん五和会　様

・詳しい補償内容等は社協までお問合せください。
　※平成26年度から一部保険料の変更があります。
・補償期間については平成26年４月１日〜平成27年３月31

日までです。
　（４月１日以降の加入については、手続きの翌日からの補償）
・島田市民の活動者に対し、保険料の助成（１人100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。
・複数の団体に所属し、活動されている方は、重複して加入

することのないようにお願いします。
・両保険とも、申請の際に加入者名簿の提出をお願いします。

◦ボランティア活動保険
活動者のための保険
です。災害地へのボ
ランティア活動に
は、天災タイプにて
補償します。

タイプ　　
プラン Ａプラン Ｂプラン

基本タイプ 300円 450円

天災タイプ
（基本タイプ＋地震・噴火・津波） 460円 690円

◦ボランティア行事用保険
地域福祉活動やボラ
ンティア活動の様々
な行事に参加される
方を対象としたその
行事のみ補償をする
１日保険です。

Ａプラン
（宿泊を伴わない行事）

Ｂプラン
（宿泊を伴う行事）

保険料
1日　28円

（最低保険料560円）
（最低加入人数20名）

１日２泊224円
※宿泊日数により保

険額の変更あり


