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　11月７日から新事務所での業務がスタートしました。
事務所１階の『福祉のまちづくりセンター』では、地域
におけるさまざまな相談や困りごと、市民の皆さまの声
をワンストップで受け止めます！職員同士、関係機関と
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します。

あなたのキモチに寄り添います
『福祉のまち

づくりセンター』は

あなたの声を
お聞かせください
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社会福祉推進と住民参加による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、
島田市において多年にわたり社会福祉の推進、地域福祉活動に功労のあった個人及び団体の
方に感謝の意を表すため、社会福祉大会を実施します。また、広く福祉への理解を深めるた
め式典後に福祉講演会を行います。どなたでもご参加できますので、ぜひご来場ください。

●開会アトラクション　歌：塚本景都さん
●式典　島田市社会福祉協議会会長表彰
●福祉活動発表
　島田市障がい者福祉連絡会
　〜バリアフリーてけてけ隊〜

●書道実演　金澤 翔子 氏（書家）
●講　　演　金澤 泰子 氏（書家）
●演　　題　「ダウン症の娘

こ

と共に生きて」

福祉作業所製品販売

市内小・中学校福祉活動紹介

〈講師プロフィール〉
金澤翔子の母。明治大学卒業後、書家柳田流家元に師事。現在は東京芸術大学評
議員、日本福祉大学客員教授。ダウン症の娘翔子さんの誕生から数年、何か出来
るはずと考え行動を始めた書道教室。31年の時を経て、娘の金澤翔子さんは書
道家としての道を着実に歩んでいる。子育てに悩む親はもとより障害児を抱える
親へ「ダウン症の娘と共に生きて」をテーマに感動のお話をいただきます。

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。

市内小中学校で取り組んでいる
福祉活動や学習を展示します。

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。

書き損じ
はがき

使用済み
入れ歯

使用済み
切手

ペットボトルキャップ ベルマーク

※事前申し込み、整理券等はありませんので、直接ご来場ください。

平成28年度

日 時

会 場

内 容

平成29年２月18日（土） 午後１時～午後３時30分

島田市民総合施設プラザ おおるり ホール
第一部　式典

第二部　福祉講演会

手話通訳・
要約筆記が
あります。

収集活動コーナー

島田市社会福祉大会

展示・販売コーナー



歳末たすけあい募金寄付者のみなさま

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

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〜 12月31日まで実施した「共同募金運動」には、市民の皆様、法人や商店、
福祉施設・各種団体、学校、ボランティア団体をはじめ、ご寄附をいただいた多くの皆様
にご協力をいただき、募金運動を推進することができました。ありがとうございました。

※H28.12.28現在
区分 件数 金額

戸別募金 26,676 6,639,925円
法人篤志家募金 1,023 3,092,676円
職域募金 ７ 244,103円
街頭募金 ５ 20,761円
イベント募金 ６ 99,649円
学校募金 27 443,898円
その他 ７ 79,435円
赤い羽根募金は、静岡県共同募金会へ送付し、
平成29年度に島田市で実施される地域福祉活動
事業や静岡県内の社会福祉施設の機器整備など
のために助成されます。

※H28.12.28現在
区分 件数 金額

戸別募金 27,108 4,138,926円
法人募金 12 72,000円
個人・団体による募金 26 2,016,893円
歳末たすけあい募金は、静岡県共同募金会へ送
付し、平成28年度に島田市社協へ助成され、新
たな年を迎える時期に支援を必要とする母子父
子家庭や障害のある方がいる世帯、経済的に困
窮している世帯など405世帯に年越し支援金と
して贈呈しました。

運動期間：10月１日～ 12月31日

ありがとうございました

運動期間：12月１日～ 12月31日

10,620,447円 6,227,819円

島田市共同募金委員会

平成28年度 共同募金運動報告

歳末たすけあい募金赤い羽根募金

静岡県美容業生活衛生同業組合
島田支部　様

島田グラウンド・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

※順不同

◦松下ゆき　様
◦三枝会　様
◦静岡県美容業生活衛生同業組合島田支部　様
◦島田グラウンド・ゴルフ協会　様
◦志太地区　教区連合会　様
◦金谷小学校正昭同窓会　様

◦新田町和楽会老人クラブ　様
◦島田市立北中学校　様
◦森田町子　様
◦金谷ハムクラブ　様
◦島田市老人クラブ連合会　様
◦島田市民文化祭実行委員会　様

◦サカイ産業㈱交友会　様
◦岸町ふれあい交流会　様
◦さわやかいなり　様
◦飯塚　博　様
◦川根消費生活　桜美会　様
◦匿名　５件



本人を取り巻く環境
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　近年、島田市においても高齢者世帯や独居世帯が増えてきています。
施設生活を選択する人もいる中で、自宅で介護をしながら、
また、介護を受けながら生活をする人の想いを知ることで、
今自分がいることを考えてみませんか。

　周りを見回してみてください。あなたの身近に在宅介護をされている方はいませんか。 介護をしている家族は24時間本人の生活を支えています。
しかし、介護保険では、限られた部分しか手伝うことができません。身近な人たちで支えら  れることがきっとあります。あなにもできることはないか一緒に考えていきましょう。

今までの生活状況・経緯

　息子さんと一軒家に二人暮らしのBさ
ん。12年程前に膝を痛めて入院をし、退
院後に歩くのが大変になってきたことか
ら息子さんによる介護が始まりました。
　その後、デイケアに通いながら自宅で
の生活をしていましたが、脳梗塞を発症。
再発もしました。その影響で体の左側が
不自由になってしまいました。体の調子
もその後悪くなり、今は寝たきりの生活
を送られています。息子さんと市外に住
む娘さんの協力により、生活をされてい
ます。

家族の想い

　介護が始まった当初は「しょうがない、
やるしかない」という気持ちから介護を
始めた息子さん。サービスを利用しなが
ら自宅で親を看れるなら看てあげたいと
いう気持ちもあったそうです。
　施設での生活は親子の関係を薄くさせ
てしまうかもしれないという理由から望
まれていません。寝たきりの母を介護す
ることは大変ですが、何より親子の絆を
大切にしたいと話してくれました。

Bさんを取り巻く環境

高齢者世帯

娘

訪問看護

福祉用具

訪問入浴

訪問介護 ケアマネジャー本人の身の
まわりのお世話

福祉用具の
貸し出し販売

浴槽持ちこんで
入浴のお手伝い

介護について相談トイレ・
着替えの
お手伝い

体調管理・
主治医への
連絡

Bさん息子
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　周りを見回してみてください。あなたの身近に在宅介護をされている方はいませんか。 介護をしている家族は24時間本人の生活を支えています。
しかし、介護保険では、限られた部分しか手伝うことができません。身近な人たちで支えら  れることがきっとあります。あなにもできることはないか一緒に考えていきましょう。

自宅で生活をする。
当たり前のことだけど…

今までの生活状況・経緯

　Aさんは、数年前に現在の住まいに引っ
越してきて、まもなく、夫と死別したの
ちに猫二匹と一緒に生活をされています。
　人とお話をすることが好きで、ヘルパー
さんや近所の方が自宅へ訪問してくるこ
とを楽しみにしています。近くのスーパー
への買い物や簡単な調理、通院など自分
でできることはがんばっています。
　いつも明るく、冗談と読売巨人軍がお
好きなAさん、満面の笑みで迎えてくれ
ます。

Aさんの想い

　「一人暮らしだけど、猫もいるし、い
ろんな人が家に来てくれるのでさびしく
ないよ。これからも楽しく過ごしたい。
今度、みんなで宴会をしよう（笑）」と
笑顔で話されるAさん。
　介護サービスを利用しながら地域の
方々に支えられ、人とのつながりを感じ
ながら日々を過ごされています。
　自分の体のことで不安なこともあるよ
うですが、話をきいてくれるヘルパーさ
んや近所の人がいて助かるそうです。

Aさんを取り巻く環境

～在宅介護の現場と本人、家族の想い～

独居世帯

訪問介護

民生委員

近所の人

福祉課

高齢者あんしんセンター ケアマネジャー

市役所

掃除や買い物の
お手伝い

声掛け・
身守り・安否確認

安否確認・
老人会の
参加促し

困った時の相談窓口

生活の相談

介護について相談

Aさん

特 集
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社会福祉協議会では、「誰もが気軽に始められるボランティア」として、
収集活動事業を展開しています。

市民、いきいきサロン伊太、消防署川根南分遣所、NPO法人こころ、
みのり会、㈱グロージオ、元島田東町五月会、元島田東町町内会、
イマジン風のこえ、島田樟誠高校、初倉中学校、島田第一小学校、
バロー井口店、看護学校、六合小学校、㈱梅の木、島田第二中
学校、六合東小学校、金谷地区社会福祉協議会、㈱乾モーター、
大津小学校、鎌田急送、島田高等学校、島田商業高校ボランティ
ア部、島田第四小学校、六合中学校、中部電力㈱、川根中学校、
島田市健康づくり食生活推進協議会、金谷郵便局、市民病院、
平和タクシー、日赤奉仕団、ワークセンターコスモス、ワークセンター
きらり、島田土木事務所、第一保育園、ケージーケー㈱、初倉保
育園、アスク長谷川、日本ガス興業、ちゃのみ、第四地区社会福
祉協議会、島田市役所（敬称略）

保健福祉センターはなみずきにて、

切手とベルマークを切り揃えるボラ

ンティアを募集しています。

はさみ1つでできる手軽なボラン

ティア、あなたも始めてみませんか？

※詳しくは社会福祉協議会まで

　お問い合わせください。

11月末現在、
切手：19.7kg、
キャップ：2,253kg
集まっています!!

（他は年度末に集計します）

使用済み切手 ベルマーク

不要な入れ歯 ペットボトルキャップ

書き損じはがき

収集物品

切手の周囲1cm余白を残し整理
して切り、業者にて1kg600円
で換金します。換金後は盲導犬
の育成支援費として寄附します。

1点1円で集計し、東日本大震災
で被害を受けた地域の学校や幼
稚園等へ寄附し、学用品等の購
入に充てられます。

入れ歯に含まれる金属をリサイ
クルし、換金収益を地域福祉活
動事業費として活用します。

再資源化した売却益を、世界の
子ども達のワクチン代、緑の募
金、盲導犬の育成支援費として
活用します。

新しい切手に換え、地域福祉の
情報提供等に活用します。

はじめませんか？収集活動

収集ボランティア
募集中

寄附のご報告
〜ご協力ありがとうございます〜
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静岡県健康福祉大会にて表彰式が行われました!!

平成29年度ボランティア保険について

　平成28年10月７日（金）静岡市民文化会館において、静岡県健康福祉大会が開催され、
永年にわたり社会福祉に御功労いただいた方々が表彰を受けられました。
　皆さまの日ごろの活動に感謝し、受賞された方々・団体を御紹介します。（敬称略・順不同）

社会福祉協議会では、ボランティア活動を行う方のための「ボランティア保険」の受付を行っています。
平成29年度より、保険料が一部改訂されますのでお知らせします。
申込みは、平成29年３月１日より開始します。詳しくはお問い合わせください。

静岡県社会福祉協議会会長表彰
●民生委員・児童委員（民生委員・児童委員として10年以上在籍し、功労顕著である方）
　大川原冨美子（祇園町）田村哲男（岸町）
●保護司（保護司として10年以上在籍し、功労顕著である方）
　鈴木勝利（金谷代官町）坂原輝雄（御仮屋）矢部浩三（中溝町）松田勝利（金谷富士見町）
●社会福祉施設役員・従事者
　（社会福祉施設役員として10年以上、従事者として15年以上在籍し、功労顕著である方）
　榊原正之（くりのみ会）北川晃（くりのみ会）臼井澄代（五和会）瀧本妙子（五和会）
●社会福祉事業協力者（多年にわたりボランティア活動に取り組み、他の模範である団体）
　あすなろ（福祉団体）たんぽぽの会（高齢者ふれあいサロン）
　しろやま読み聞かせクラブ（ボランティア団体）
　島田市要約筆記サークル「うさぎ」（ボランティア団体）

静岡県共同募金会会長表彰
●募金ボランティア
　（共同募金の推進に貢献し、その功績が特に顕著な基金ボランティア個人及び団体）
　島田市文化協会　島田市グラウンド・ゴルフ協会　相賀グラウンド・ゴルフクラブ

【ボランティア活動保険】ボランティアを行う方を補償する保険　※有償は対象外

Aプラン Bプラン
基 本 タ イ プ 350円 510円
天 災 タ イ プ 500円 710円

【ボランティア行事用保険】ボランティアが行う行事

Aプラン Bプラン Cプラン
加 入 対 象 行 事 日帰り行事（A1〜A3の区分あり） 宿泊を伴う行事 日帰りの「A1行事」のみ
保 険 料 （一人あたり）

A1：28円、A2：126円、A3：248円 泊数により異なる 28円（AプランA1行事に同じ）
名 簿 の 備 付 必須 必須 不要
往 復 途 上 の 補 償 あり あり なし
最 低 加 入 人 数 なし なし なし
最 低 保 険 料 各区分とも20名分 なし 560円（20名分）
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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
〒427–0056 島田市大津通２-1（旧市民会館向かい側）
福祉のまちづくりセンター　Tel 0547–35–6244／Fax 0547–34–3261／メール fukushi-machizukuri@shimada-shakyo.jp
法　 人 　運　 営　 課　Tel 0547–35–6247／Fax 0547–34–8249／メール fureai@shimada-shakyo.jp
◎ホームページ　http://www.shimada-shakyo.jp　◎Facebook　https://www.facebook.com/shimada.shakyo.jp

※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（9月1日～12月28日）

ご家庭に眠っている食品を募集しています

「フードドライブ」にご協力ください

第39回静岡県ボランティア研究集会 自分らしく安心して暮らしていくためのお手伝い

法人後見事業実施のお知らせ

生活支援セミナー参加者募集

【寄附金】
 ・真子倶楽部 様　
 ・補聴器のオオツカ 様
 ・くらし・消費・環境展実行委員会 様
 ・特別養護老人ホームみどりの園 様
 ・静岡福祉協力会 様
 ・明るい社会づくり運動協議会 様
 ・ナカヤ石油株式会社 様
 ・金谷ライフクリエーターサークル 様
 ・他匿名8件

【寄附物品】
 ・マックスバリュ島田阿知ヶ谷店 様
 ・ザ・ビック金谷店 様
 ・志太製茶業協議会 様
 ・明るい社会づくり運動協議会 様
 ・日本鉄道貨物輸送運転手一同 様
 ・成島富子 様　・松井浩 様
 ・静岡県退職公務員連盟島田支部 様
 ・島田市日赤奉仕団川根分団 様
 ・JA大井川女性部川根地区会 様
 ・他匿名7件

島田市社協

１月４日～３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

2月27日（月）

●司法書士権利擁護相談 要予約

午後１時半～４時半
1月25日（水）
3月27日（月）

　「成年後見制度」は認知症や知的障害、精神障害などによっ
て、自分一人では契約や財産の管理などが困難な方を法的に
サポートする制度です。島田市社会福祉協議会では、法人と
して成年後見人等を受任できるよう準備を
すすめてきました。
　このたび、受任体制が整いましたのでお知
らせします。

◦自立相談支援事業◦
◎生活や仕事などの問題によって経済的にお困りの方の相
談をお聞きし、関係機関と連携しながら問題解決の方法を
共に考えてサポートをしていきます。
◎あなたのまわりで困っている方やご心配な方がいました
ら、お知らせください。

精神障害のある人への理解を深めていただくため、生活支援
セミナーを開催します。
日 程　２月23日（木） 午前10時〜午前11時30分
会　　場　プラザおおるり３階視聴覚室
内容（予定）　①精神障害のある人の暮らしと接し方
　　　　　　　講師：特定非営利活動法人こころ　渡邊里佳氏
　　　　　　②生活支援員による活動紹介
　　　　　　③講師との座談会
参 加 費　無料　　　定　員　20名程度
申込方法　社会福祉協議会へご連絡ください

　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ていま
すので、皆さまのご協力をお願いします。
実施期間　平成29年１月31日（火）まで
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

静岡県内でボランティア活動・市民活動を行っている方や興味の
ある方と情報交換や話し合いを通じて学習を深め、ボランティア同
士のネットワークづくりをしませんか？
開催日時　平成29年2月12日（日） 午前10時〜午後4時45分
場　　所　静岡県立大学大講堂ほか
問い合わせ　特定非営利活動法人　静岡県ボランティア協会

（TEL：054-255-7357）

★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

特別養護老人ホームみどりの園 様

ザ・ビック金谷店 様

マックスバリュ島田阿知ヶ谷店 様


