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平成28年11月７日（月）から新事務所にて業務を行います。

住所：〒427–0056　島田市大津通２番の１
　　　　　　　　　　（旧市民会館向かい側）



2みんなで架けよう幸福の橋
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誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、職員一丸となって取り組みます。

皆さんの身近な窓口、新事務所にぜひ足をお運びください！

参加 働きかけ

参加 働きかけ

島田市における新たな地域福祉の拠点！ 島田市社会福祉協議会の事務所が変わります!!

　地域におけるさまざまな相談や困りごとを受け止め、その地域の課題をセンター職員全員で共有し、
地域の人・組織・団体と連携・協働の取り組みを展開しながら、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづ
くりを推進することを目指したセンターです。市民の皆さまの声をワンストップで受け止めます。

島田市社会福祉協議会

❶市民の皆さまや地域組織・団体などからさまざまな相談ごとをセンターで受け付けます。
　センターでは、相談を待つだけでなく、地域のニーズを把握するため職員が訪問活動や情報収集をします。

❷相談や把握したニーズに対し、情報提供やセンター内各種事業の利用につなげていきます。また、それだけでは解決で
きない相談やニーズについては、センター職員がチームとして情報共有、支援方法や今後の取り組みの検討を行います。

❸社協全体として取り組めるようにセンター内外で連携・協働体制をとります。

❹さまざまな地域組織や団体、行政と連携・協働をしながら共に地域課題の解決に向けてすすめていきます。

❺地域課題・生活課題に対する検討会で、各種関係機関等と課題共有や今後の取り組みを協議すると
ともに、支援ネットワークを広げるための働きかけを行います。

❻多様な連携・協働のもとで、５つの柱をポイントとして支援を行っていきます。

連携・協働

連携・協働

社協事務局・センター外各種事業

福祉のまちづくりセンターの業務

【地域】
住民、民生委員児童委員、
自治会、町内会、地区社協、
福祉団体、ボランティア団体

ほか

【福祉・教育・医療関係】
福祉施設、福祉事業所、学校、
病院、高齢者あんしんセンター

ほか

【その他】
　企業、商店、金融機関
　市民活動団体、ハローワーク

ほか

地域組織・団体

★関係機関等と課題や解決への	
取り組みについて話し合う会議

各種検討会議

行　政

相
談
受
付
〈
ニ
ー
ズ
把
握
〉

●情報提供

●他の機関へのつなぎ

●センター内各種事業への
　結びつけ（既存事業）

★横断的ケース会議

　・定期的な情報共有
　・個別案件の支援検討	

ほか
月２回定例会、必要に
応じ随時実施

センター連絡会

★社協全体に係る
　協議、決定

社協内各種会議

支援〈実行〉

丁寧な相談支援

個別に応じた
事業実施

センターの
新たな事業や
活動の開発

地域・関係機関との
連携した取り組み

必要とする
しくみづくりを通じた

サービスの提供

訪問活動・情報収集

❶

❷

❸

❹

❹

❺

❻



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

　島田市社会福祉協議会では高齢者、障がいのある方、生活のし
づらさを抱えた方々の相談に関係機関と連携を図りながら、個別
的かつ継続的な相談支援を行っています。しかし、現在の事務所
では個別の相談室がなく、プライバシーに配慮する環境が必要な
状態でした。
　今回新たに事務所を建設し、相談室を配置することで相談者に
配慮した環境を整えます。また１階を福祉のまちづくりセンター
として、地域福祉推進部門、在宅福祉サービス部門、福祉サービ
ス利用援助部門が情報を共有し、取り組んでいきます。

誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、職員一丸となって取り組みます。

皆さんの身近な窓口、新事務所にぜひ足をお運びください！

島田市における新たな地域福祉の拠点！ 島田市社会福祉協議会の事務所が変わります!!

各 フ ロ ア の 紹 介◦書庫
◦多目的室

３
　
階

★法人運営課
研修・人事管理・経理・給与・福利厚生・広報啓発・
委託事業運営

★しまだ事業所
　ヘルパー訪問・入浴サービス

２
　
階

「福祉のまちづくりセンター」

ってなぁに？？

相談・困りごと

地域・地域住民

民生委員 児童委員

地区社会福祉協議会
ボランティア団体

福祉施設
福祉事業所

学　　校

病　　院

高齢者あんしんセンター

行　　政

★多様な相談の入口★

生活相談

心配ごと相談

地域活動相談

ボランティア相談

権利擁護相談

貸付相談

介護相談　　ほか

★多様な相談内容★

ほか

★地域支援課
小地域福祉活動推進・ボランティア育成及び活動支
援・福祉教育・福祉総合相談・生活困窮者自立相談
支援事業・日常生活自立支援事業・法人後見・資金
貸付・共同募金会

★指定居宅介護支援事業所しまだ
ケアマネによる介護相談・サービス計画作成

★特定相談支援事業所
障がいのある方の相談・サービス計画作成

◦相談室

１
　
階

❶

福祉のまちづくり
センターのしくみ

〈完成イメージ図〉

福祉のまちづくりセンター

島田市をイメージした緑色が目印の建物だよ♪
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社協会費にご協力
ありがとうございました

私たち企業も  福祉のまちづくり活動を  応援しています！

【平成28年度　特別会費　協力法人・商店】（敬称略・順不同）

㈱アーク東海　大井川農業協同組合島田支店　島田瓦斯㈱　矢崎計器㈱島田製作所　㈱共栄社　三布袋　島田信用金庫
杉浦カメラ㈲島田カラーサービス　㈱サクライ会計事務所　竹内歯科医院　清水銀行島田支店　大河原建設㈱
特種東海製紙㈱　㈱北河製品所　永井興業㈱　松下歯科分院　島田不動産㈱　横井歯科医院　㈱中林建設　桜井資源㈱
増田運送㈱　日本連合警備㈱　神座自動車工業㈲　島田ユニフォームセンター　高森商店㈱　濱田行二税理士事務所
ハラダ製茶㈱　富士ビジネスマシン　牧野耳鼻科医院　龍月堂　㈱大井川不動産　㈱落合自動車　㈱みのや　㈱清水屋
丸尾興商㈱島田営業所　広住自動車㈱　㈱小桜建設　㈲平和タクシー　㈲青島セメント店　㈲魚中　㈲五平　㈱オカダ
㈲堺ボデ－　㈲佐藤設備　旅の素プラザ　㈲チシン薬局　㈲平和タイヤ商会　㈲和光商会　まごころ弁当島田店
アピタ島田店　あらなみクリニック　池田歯科医院　石川製茶㈱　エースクリーニング㈱　おおるり眼科クリニック
カネ松製茶㈱　木村飲料㈱　掛川信用金庫島田支店　(一社）島田青年会議所　㈱あかり　ケージーケー㈱　㈱ミヤムラ
しのはら産婦人科医院　島田榛北勤労者福祉共済会　静岡県労働金庫島田支店　島田防災設備㈱　土屋自動車鈑金塗装
トヨタカローラ東海㈱島田店　㈱エコワーク　㈱塚本設計　㈱テクノサポート　㈱富士塗料商会　㈱松本興管　大洋㈱
島田タクシー㈲　望月運輸㈱　㈲増田電化工場　㈲常盤商会　㈲萩原自動車　よしとみクリニック　㈱エーピーアイ
㈱アキタファインブランキング　㈱あじかん静岡工場　クノール食品㈱東海事業所　サカイ産業㈱　原田歯科医院
藤本外科医院　㈱丸紅　㈱大塚　㈱サワムラ事務器　㈱島田電機舎　㈱ナガサワ　㈱ヒロタ　㈱ベルスター・スズキ
㈱紀文食品静岡工場　小室工業㈱　㈱成岡工業　㈱島田自動車学校　山岸運送㈱　日本クッカリー㈱　㈲マルダイ化成
㈲太陽　㈲大塚製茶　㈲渡辺動物病院　鈴木内科医院　大井川農業協同組合五和支店　アクトホーム㈱　オーイシ㈱
金谷環境㈲　サンエムパッケージ㈱　ティーライフ㈱　ジオスター㈱　シミックCMO㈱　スズキ機械㈲　㈱五建
ジオファクト㈱金谷事業所　ナカダ産業㈱　牧野設備㈲　まるよん製茶㈱　掛川信用金庫金谷支店　㈱オカムラ
㈱カネツ中野園　㈱スルガ銀行金谷支店　㈱増商　㈱大鉄アドバンス　㈱トップランド　㈱中部衛生検査センター
㈱宮村鉄工所　㈱金谷工務店　㈱ホンダエフワン　㈱塚本工務店　㈱尾坂工務店　乾モーター㈱　㈲杉野保険事務所
柴田製茶㈱　沼津熔銅㈱　森下商事㈱　西東石油㈱　静和工業㈱　大井川鐵道㈱　㈱特種東海フォレスト　日新工業㈱
東京医薬紙器㈱　㈲北川商会　河徳商店㈱　川根ガス㈱　駿遠モータース商会　食事処ぱる　マルキ建設㈱　㈱田崎組
㈱松井測量設計事務所　㈱八木建設　㈱山田園　㈲明工電気　イエモク建成工業㈱　社団家山鈴木医院　白瀧製茶㈱
社団桜愛会高木医院　高橋建設㈱　又平歯科医院　㈱朝日園　㈱大井川電機製作所　㈱ブライダルアドバンスオキ
㈱アルファ　㈱八木自動車　㈱原小組　㈲西村自動車工業所　㈲大和ガス商会　大井川農業協同組合川根南支店
大井建設㈱　加藤菓子舗　たばこや食堂　ナカヤ石油㈱　丸保生コンクリート㈱　三村建設㈱　吉川歯科クリニック
㈱川根温泉　㈱山関園製茶　㈲松下自動車　㈱三浦製菓　㈲大石モータース　森林組合おおいがわ　㈲パルスオート
ダイドードリンコ㈱静岡第三営業所　㈱カワジリ　㈱共立アイコム　㈱食鮮館タイヨー　松本印刷㈱　日本事務器㈱
㈱ヤマシタコーポレーション静岡営業所　㈱トヨタレンタリース静岡　㈲五條ドライクリーニング本店　志水接骨院
あいおいニッセイ同和損保保険㈱

　市民の皆様や市内外企業、団体、施
設の方など多くの皆様に社会福祉協議
会会費納入へのご協力をいただき、厚
くお礼申し上げます。
　皆様からいただきました会費は、地
域福祉活動計画に基づいて小地域福祉
活動、生活困窮者支援、ボランティア
活動・福祉教育など、地域福祉を推進
するうえでの財源として活用させてい
ただきます。

平成28年度社会福祉協議会会費加入報告　平成28年8月31日現在
会費区分 協力先 納入数 金額
一般会費 市民の皆様 26,961世帯 8,152,931円

賛助会費
篤志家

民生・児童委員
市役所･社協役職員

762名 906,000円

施設会費 施設 43施設 245,000円
団体会費 団体 106団体 223,000円
特別会費 企業 194社 834,000円
合計 10,360,931円



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

住民のみなさまからお寄せいただく歳末たすけあい募金から、新たな年を迎える時期に支援を必要とする世帯が
地域で安心して暮らせるよう「年越し支援金」を贈呈します。

平成28年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」のご案内

１ 対象となる世帯について （在宅で生活されており、1～3のいずれかに該当する世帯）【生活保護世帯は除く】

★世帯とは…
①住居や家計を共にする人たち（例：夫婦・親子・きょうだい・親族同士）
②独立して住居を維持する単身者（例：ひとり暮らし）
③住居を共にするが、家計を別にする人たち

２ 支援金額について
　 （1）基本金額　一世帯10,000円（ただし、募金実績等により金額の増減があります。）

　 （2）加 算 額　児童扶養手当全部支給の対象世帯で、平成29年度小学校新入学１年生がいる世帯には、入学祝 
金を加算します。

４ その他
・身体が不自由などの理由で、ご自分で申請することが困難な場合などは、島田市社会福祉協議会へご相談ください。
・虚偽の記載内容があった場合には、支援金の返還を求める場合があります。
・申請書に記入いただいた内容は、本事業と本会の関連する事業以外の目的には使用いたしません。

３ 申請書の提出について
　 （1）申請方法　申請書に必要事項を記入の上、対象要件を確認できる証明書類（児童扶養手当全部支給 

証明、遺族年金を受給している証明、障害者手帳や介護保険証等のコピー）を必ず添付し、

島田市社会福祉協議会へ提出してください。なお、記入漏れがある場合には審査がで
きませんのでご承知おきください。

　　　　　　　　　市民税非課税要件については、市担当課に照会をするため不要です。

　 （2）提出方法　島田市社会福祉協議会へ直接持参するか郵送してください。

　 （3）受付期間　平成28年10月3日（月）～平成28年11月30日（水）

　 （4）決定・贈呈　申請内容を確認した上で、贈呈の可否や贈呈方法を通知します。

市内在住で経済的に困窮している世帯
　※世帯構成や世帯収入など申請内容を事務局審査で総合的に判断し、贈呈対象とします。3

①母子父子家庭等で中学生以下の子どもがいる世
帯のうち、児童扶養手当全部支給に該当する世帯

②母子父子家庭等で中学生以下の子どもがいる世
帯のうち、遺族年金受給世帯

③平成27、28年度交通遺児認定者がいる世帯

④東日本大震災により市内に避難（居住）されて
いる世帯

市内在住で平成28年10月１日現在、次のい
ずれかに該当する世帯1

①障害児・者のいる世帯のうち、ア身体障害者手
帳１・２級、イ療育手帳Ａ・Ｂ、ウ精神障害者
福祉手帳１・２級のいずれかに該当する世帯

②満75歳以上の高齢者世帯

③在宅で生活している要介護者のいる世帯のう
ち、介護保険要介護４・５のいずれかに該当す
る世帯

市内在住で平成28年10月1日現在、世帯員
全員が市民税非課税であり、次のいずれかに
該当する世帯

2

お問い合わせ・申請先

島田市社会福祉協議会
●受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　【土日・祝祭日は除く】

※事務所移転のため、11月７日からは下記住所となります。
〒427-0056　島田市大津通2-1

電話：0547-35-6244　　FAX：0547-34-3261

〒427-0042　島田市中央町5-1（プラザおおるり１階）

〈
　
キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
〉

✂

✂
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平成28年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」申請書

窓口に申請書を
持ってきた方

氏　　名
電話番号
世帯主との関係

島田市社会福祉協議会　会長　様

平成28年　　月　　日
歳末たすけあい事業の対象世帯に該当するので、関係書類を添えて申請します。なお、記載事項については、相違ありません。

申請する人
（世帯主）

ふりがな

生年月日
明治・大正・昭和・平成

　　　　年　　月　　日氏　名 ㊞

住　所

□□□-□□□□　棟・部屋番号まで記入すること

島田市

（町内会・組　　　　　　　）

電　話

日中連絡がつく番号を記入すること

住まい 該当するところに○をつけてください。
＜　　持　家　　・　　なし　　・　　借家、アパート　　＞

世帯構成等

氏　名 続　柄 生年月日 年齢 職業又は
学校学年

収入源
※該当するものに全て○

収入
平均月額

身体状況
※該当するものに○
または記入　　

世帯主 給与・年金・手当・
その他（　　　　） 円 良好

持病（　　　　）
給与・年金・手当・
その他（　　　　） 円 良好

持病（　　　　）
給与・年金・手当・
その他（　　　　） 円 良好

持病（　　　　）
給与・年金・手当・
その他（　　　　） 円 良好

持病（　　　　）
給与・年金・手当・
その他（　　　　） 円 良好

持病（　　　　）
給与・年金・手当・
その他（　　　　） 円 良好

持病（　　　　）

区
分
1

１．母子父子家庭等で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、児童扶養手当全部支給に該当する世帯	
２．母子父子家庭等で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、遺族年金受給世帯
３．平成27年度、平成28年度交通遺児認定者がいる世帯
４．東日本大震災により島田市内に避難（居住）されている世帯

区
分
2

５．障害児・者のいる世帯 氏
名
・
等
級

氏　名 障害等級
　ア．身体障害者手帳１級・２級
　イ．療育手帳Ａ・Ｂ
　ウ．精神保健福祉手帳１級・２級
６．満75歳以上の高齢者世帯
７．在宅で生活している要介護者のいる世帯のうち、介護保険要介護４・５のいずれかに該当する世帯

区
分
3

８．上記１～７以外で、市内在住で経済的に困窮している世帯
※事務局審査で支援対象か決定します。

同　　意　　書
　私は、歳末たすけあい事業において、島田市社会福祉協議会が審査に係わる申請内容の確認や支援金贈呈に関して、
行政、民生委員児童委員に申請内容の照会・開示をすることに同意します。

申請者（世帯主）　　　　　　　　　　　　㊞

添付書類の
確　　　認
※必ず添付

□児童扶養手当全部支給であることがわかる書類のコピー　　□障害者手帳のコピー
□遺族年金を受給していることがわかる書類のコピー　　　　□介護保険証等のコピー
□島田市に避難していることがわかる書類のコピー　
□交通遺児に認定されていることがわかる書類のコピー		

贈呈方法
※どちらか○で囲んでください
民生委員児童委員による贈呈を希望する　・　社協窓口で自分が受け取りたい
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家族介護者交流事業

福祉のつどい

　身近に暮らすお年寄りや障がいのある人、その家族の
想いや接し方を知ることを目的に講演会を開催します。
　今回は大学生の協力を得て、学生視点での「福祉」
を発信します！

【対象者】市民一般
【場　所】島田市民総合施設プラザおおるり内

日　程 内　容（予定）
11月26日（土）
午前10時～ 12時 講演会・交流会

ボランティア・地域福祉活動資機材購入費助成事業

　市内で地域福祉活動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大を図るため、必要
な資機材購入の一部助成を行います。

【対象団体】市内で地域福祉活動を行っているボランティ
ア団体や地域福祉団体
※平成27年度に助成を受けた団体、平成28
年度に他制度により資機材購入に係る補
助金・助成金の交付を受けている、受け
る予定のある団体は対象外となります。

【助成額】上限150,000円
※ただし、購入費の３割を団体の自己負担

【受付申請】10月３日（月）～ 10月31日（月）
【申請方法】申請書に必要事項を記入し、必要書類を添

付して社協へ提出してください。
※申請書は社会福祉協議会窓口にあります。
　お気軽にご相談ください。

日　程 目的地
11月29日（火）

午前８時出発、午後５時帰着予定
三河三谷温泉（食事・入浴）
蒲郡ラグーナテンボス（買い物）

　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。
　おい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？

【対象者】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（島田市在住の方）
※要介護者の方が施設入所や入院をしてい
る場合は対象外となります。
※総合事業対象者は対象外です。
※１対象者につき１名の参加となります。

【定　員】80名（申込多数の場合は抽選となります）
【参加費】2,000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】９月15日（木）～ 10月21日（金）
※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。

リフレッシュバス旅行

日　程 場　所 内　容（予定）
10月20日（木）
午前10時～11時半

プラザおおるり１階
第１多目的室 ペタボードde楽しく交流♪

11月10日（木）
午前10時～11時半

プラザおおるり１階
第１多目的室 交流レクリエーション

12月８日（木）
午前10時～11時半

プラザおおるり３階
第３多目的室 クリスマス会

1月19日（木）
午前10時～11時半

プラザおおるり１階
第１多目的室 交流レクリエーション

3月16日（木）
午前10時～11時半 プラザおおるり内 交流レクリエーション

「介護者のつどい」とは…？
★交流する：おしゃべりやレクリエーションを一緒に

楽しみます。
★情報交換：介護者同士で日頃の介護のことなどの情

報を交換します。
【対象者】島田市内在住で、概ね65歳以上の要支援・

要介護者の方を在宅で介護されている方

介護者のつどい
収集ボランティア

　保健福祉センターはなみずきにて、ベルマークと切
手の整理ボランティアを行っています♪
　はさみ１つで参加できる簡単なボランティア、あな
たも始めてみませんか？

【今後の活動日】
★ベルマーク
　10/4、11/8、12/13、1/10、2/14、3/14
★切手
　9/28、10/26、11/30、12/21、1/25、2/22、3/22

ボランティアのお知らせ

福祉研修会〜我がまちの未来について語ろう会〜

　「いつまでも住み慣れた地域で暮らしたい」これは
誰もが願うことです。
　この想いを実現するためには、地域で暮らす人たち
がつながり、共に行動することが必要です。
　あなたも地域住民のひとりとして、自分の地域の未
来について考えてみませんか？

【対象者】一般市民
※金谷地区での講演会となりますが、他の
地域の方でも参加可

【場　所】金谷公民館みんくる「集会室１・２・３」

日　程 内　容

10月４日（火）
午後７時～午後９時

講演会・グループワーク
講師：東野定律	氏
（静岡県立大学准教授）
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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
Facebook https://www.facebook.com/shimada.shakyo.jp
メール fureai@shimada-shakyo.jp

〒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）
総務課（総務係・地域福祉係・生活支援係）
Tel 0547–35–6244　Fax 0547–34–3261
※11月７日より　〒427-0056　島田市大津通２番の1

※点字版『みんなのふくしだより』があります。下記までお問合せください。

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（6月1日から8月31日）

ご家庭に眠っている食品を募集します

「フードドライブ」にご協力ください

【寄附金】
	 ・更生保護女性会島田支部	様　　　　・進士みち子	様
	 ・島田市民生委員児童委員協議会	様　・二十日会	様
	 ・ユニー㈱アピタ島田店	様　　　　　・匿名	1件
【寄附物品】
	 ・山口千鶴子	様
	 ・錦織眞理子	様
	 ・ちょっとサービス㈱	様
	 ・川根茶業組合青年団	様
	 ・明るい社会づくり運動
　　島田地区協議会	様
	 ・匿名6件

島田市社協

９月１日～12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 社協事務所 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

10月25日（火）
12月26日（月）

●司法書士権利擁護相談	 要予約

午後１時半～４時半
９月26日（月）
11月25日（金）

ベルマークの配布先が決定しました!!
　平成27年度に皆様から寄せられたベルマーク52,551.3点	
を、岩手県山田町立大沢小学校に送付しました!!
　今後小学校で必要となる学用品の購入に充てられます。
　ご協力ありがとうございました!!
※６月号にて、ベルマーク点数が55,975.8点と
記載されていますが、正しくは52,551.3点	
です。市民の皆様にお詫び申し上げます。

地域支援推進事業 男性の居場所デビュー研修会
　男性もいつまでも健康で生き生きと元気で活躍でき
る、温かい地域や居場所を一緒に作りましょう。
日　　時　平成28年11月５日（土）午後１時半～午後３時半
会　　場　保健福祉センターはなみずき
対 象 者　地域活動、居場所づくりに興味のある方ならどなたでも
主 催　「男性の居場所デビュー」研修実行委員会
共 催　島田市居場所づくりを推進する会
協 力　島田市、島田市社会福祉協議会、サロン･ド･モネ
申込方法　下記事項をNPO	未来クリエート21事務局

（0547-36-4520）へFAXしてください。
①研修名　②氏名　③住所　④所属

窓口・お電話・FAX・メールにてご相談ください。
◆相談専用電話  ☎0547–35–6247

◦自立相談支援事業のご案内◦
「収入が減って家賃などが払えなくなりそう」「家族がひき
こもっている」「就職したいのになかなか見つからない」…	
など生活や仕事などの問題に対し、関係機関と連携をしな
がら、問題解決の方法を一緒に考え、お一人おひとりの状
況に応じたサポートをしています。
◦月～金曜日　午前８時半～午後５時（土・日・祝日を除く）

平成28年度こころの健康づくり講演会
～つながろうピアサポートの輪～

　ピアサポートとは同じような経験をした人同士がその経
験をわかちあう中でお互いに安心感や自信を得ていくこと
です。交流通じてピアサポートについて学び合いましょう。
開 催 日　平成28年10月１日（土）
時　　間　午後１時半～午後４時（受付開始：午後１時）
場　　所　金谷北地域交流センター　多目的ホール
問 合 せ　NPO法人こころ　☎0547–46–5561

　NPO法人フードバンクふじのくにでは、食べる物が
なくて困っている方へ支援を行うため、家庭で眠ってい
る食品の寄付を募っています。島田市において、下記の
期間で実施しますので、皆さまのご協力をお願いします。
実施期間　平成28年10月11日（火）～ 11月11日（金）
収集場所　島田市役所本庁舎１階　総合受付横、

金谷南支所、川根支所　回収ボックス

★食品を寄付する時の留意事項★
・賞味期限が１か月以上あり、期限が明記されていること
・未開封であり、破損していないこと
・穀類、保存食品、インスタント食品、調味料など常温で
保存が効くものであること

島田市民生委員児童委員協議会 様


