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午前の部
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社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

２０１７.１０.８（日）　９：30～16：00
島田市民総合施設プラザおおるり

平成29年９月

発行部数：34,700部
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講演会
「出会い、ふれあい、人の味」

講師　八名信夫氏

講演会
「出会い、ふれあい、人の味」

講師　八名信夫氏
社会福祉活動

団体紹介
（ブース出店）

社会福祉活動
団体紹介

（ブース出店）

と　き 雨天決行

ところ

おしらせひろば
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～8月31日）

【寄附金】
・デイサービスほほえみの里 様
・明るい社会づくり運動協議会 様
・アピタ島田店 様
・二十日会 様　　他匿名3件

【寄附物品】
・熊地真澄 様、池谷三枝子 様
・明るい社会づくり運動協議会 様
・川根茶業青年団 様
・進士みち子 様
・アピタ島田店 様　　他匿名10件

【災害義援金】
・響ファミリー 様
・六合東小学校 様
・デイサービスセンター
　　　　メルシー島田 様

お預かりした義援金は福岡県、大分県の共同募金会に送付
させていただき、被災地に設置された義援金配分委員会を
通じ、被災された皆様に届けられます。

あなたのお悩み解決のお手伝いをします

相談日のお知らせ
「福祉のまちづくりセンター」では、地域におけるさま
ざまな相談を受け止め、地域の皆さまと連携・協働の取
組みを展開しながら、誰もが安心して暮らせる福祉のま
ちづくりを推進しています。

・居場所を作りたい　　　　・ボランティアをしたい
・介護のことで相談したい　・無職のため生活が苦しい
・困っている人のためにお米を寄附したい　など

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。
《ひとりで悩まず　まずは　ご相談ください。》

９月１日～ 12月 31日までの相談日
内　容

○福祉総合相談
　午前 8 時半～午後 5 時

○弁護士相談【要予約】
　午前 10 時～午後３時

○司法書士権利擁護相談
　【要予約】
　午後 1 時半～午後４時半

会　場

社協事務局

社協事務所

相 談 日

月～金曜日

10月25日（水）
12月25日（月）

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（市民会館跡地南側）
福祉のまちづくりセンター ℡0547-35-6244／Fax0547-34-3261／fukushi-machizukuri@shimada-shakyo.jp
法 人 運 営 課 ℡0547-35-6247／Fax0547-37-8249／fureai@shimada-shakyo.jp
◎ホームページ　http://www.shimada-shakyo.jp　◎Facebook　 https://www.facebook.com/shimada.shakyo

島田市社協 検索

はじめての要約筆記入門講座
要約筆記をゼロから学べる優しい講座です。

平成29年11月25日（土）
午後１時30分から午後４時まで
プラザおおるり３階第三多目的室
島田市福祉課（36-7154）

日 時

会 場
申込先

赤ちゃんハイハイレース参加者募集！
　10月８日（日）ふれあい広場において、かわいい赤ちゃ
んのハイハイレースを行ないます！ぜひご参加ください。

平成29年10月８日（日）
午前10時15分～午前10時45分(予定)
プラザおおるり　ホール
開催当日に1歳未満の乳児
先着20名
島田市社会福祉協議会地域支援課（35-6244）

日 時

会 場
対 象
定 員
申込先

＜対象車両＞
＜ 終 了 日 ＞

福祉車両ザッツ貸出終了のお知らせ
　島田市社協では、島田市からの委託を受け、重度障害
者等移動支援車両貸出事業（福祉車両の貸出）を実施し
ております。平成27年４月より、ザッツとハイエースの２台
を使用して実施してきましたが、車両の老朽化に伴い、平
成30年３月をもってザッツの運行を終了いたします。

ホンダ　ザッツ
平成30年３月23日（金）

  9月25日（月）
11月27日（月）

：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28年度に助成を受けた団体は対象外と
なります。

：上限150,000円
※ただし、購入費の3割は団体の自己負担と

なります。
：平成29年10月２日（月）～10月31日（火）
：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。

対象団体

助 成 額

受付申請
申請方法

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。

※申請書は社会福祉協議会窓口にあります。

★こんな相談を受け付けています

みんなで参加♪
ステージ発表

みんなで参加♪
ステージ発表

 美味しい♪
模擬店ブース
 美味しい♪

模擬店ブース

みんな注目!!
社会参加活動発表

みんな注目!!
社会参加活動発表

楽しい♪
福祉体験ブース

楽しい♪
福祉体験ブース

午後の部
13：30～16：30
午後の部
13：30～16：30

第38回第38回
響ファミリー　様



・広報誌「みんなのふくしだより」の発行
・ホームページ、facebookの公開
・ふれあい広場、島田市社会福祉大会の実施
・福祉出前講座　　・福祉講演会の実施
・夏休み「福祉」体験学習、福祉のつどいの実施
・居場所づくりの推進、居場所づくり研修会の実施
・貸出事業（活動資機材、マイクロバス）　　他

　福祉への興味関心を高めるための事業を展開し、地
域におけるふれあい交流の機会の充実に努めました。

・相談支援（福祉総合相談、弁護士相談）
・権利擁護相談事業（新規）
・日常生活自立支援事業　　・法人後見事業（新規）
・生活困窮者自立相談支援事業
・生活支援事業（資金貸付）
・就労応援事業（新規）　　・歳末たすけあい運動
・子どもの生活、学習支援事業（新規）　　他

　生活困窮者や高齢者、障がいのある人等生活のし
づらさを抱えた方々のあらゆる相談を受け止め、関
係機関と連携を図りながら問題解決にむけて取り組
みました。

・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
・災害ボランティアコーディネーター養成講座
・災害ボランティア連絡会の開催

　災害時に備え、災害ボランティアセンターの機能強化や
地域で安心して生活できるための各種事業を展開しました。

・生活支援コーディネーター活動事業（新規）
・ボランティア相談の実施
・ボランティア団体等ネットワーク会議の開催
・ボランティア活動室の貸し出し
・ボランティア受入施設連絡会の開催
・福祉レクリエーション
　講座の実施
・地区社会福祉協議会
　の運営、設立支援
　　　　　　　　　他

　ボランティアの育成や地区社会福祉協議会への支
援等を通じて、地域において住民相互の支え合いを
推進していくための事業を展開しました。

新 事 務 所 の 建 設
　誰もが安心して暮せる福祉のまちづくりを推進するための拠点とする
ため、新たな事務所を建設しました。新たな取り組みとして、1階を「福祉
のまちづくりセンター」として相談窓口を設置し、相談室を設けることで
相談者のプライバシーの確保にも努めました。日々、多くの相談が寄せ
られ、関係機関との連携を図りながら解決に向けて取り組んでいます。

　平成28年度は「島田市地域福祉計画・島田市地域福祉活動計画」のスタートや事務所建設、
移転など大きな節目を迎えた一年となりました。「きづきあい　みとめあい　共に生きるまち
　島田」の基本理念のもと、各種事業の実施に取り組みました。詳細は、ホームページに掲載
していますので、ご覧ください。

社協組織の基盤を強化するために社協組織の基盤を強化するために 介護予防・在宅介護を支えるために介護予防・在宅介護を支えるために

安心して地域で暮らしていくために安心して地域で暮らしていくために福祉を身近に感じてもらうために福祉を身近に感じてもらうために

福祉サービスが適切に受けられるために福祉サービスが適切に受けられるために

平成28年度　事業報告平成28年度　事業報告
島田市社会福祉協議会新会長就任のご報告島田市社会福祉協議会新会長就任のご報告
　この度、社会福祉法の改正にともない平成 29 年 6 月末、役員の改選が
行われ、新たに山城厚生（やましろ　あつたか）理事が会長に就任しまし
たのでご報告いたします。

　戦時中に生まれた私は、『21世紀こそ　明るい夢のような社会』と勝手に思い
込んでおりました。今世紀、我が国は経済・科学・医学等々の進歩により長寿
国・福祉国家となりましたが、本当に誰もが幸せを感じているのでしょうか。貧
困・孤独・虐待・・等々の問題が山積し、人との関係が希薄となり無縁社会が進
行している中『不安』を感じている方も多いのではないでしょうか。先人が築き上
げてきたこの島田はどうでしょう。
　『誰もが安心して、ごく当たり前に生活ができる島田！』づくりに努力し、次へバトンを渡すことが、今
の私たちの責務と考えます。福祉や幸せは付与されるものでなく、私たち市民の手で作り上げ感じ合って
いくものです。その意味で地域福祉や住民福祉の拠点である社会福祉協議会は、市民の皆様にとって身
近なもの（処）でなくてはなりません。
　本年6月より本会の代表となりました私としましては、その責任の重大さを痛感しているところでござい
ます。長年の実績と歴史を持つ島田市社会福祉協議会が更に一歩前進し『市民の社協』となるべく、微力
ながら努力して参る所存でございます。多くの皆様のご指導とご鞭撻をお願い申し上げ、会長就任のご挨
拶と致します。　　よろしくお願い致します。

会長　　山城厚生

会長就任のご挨拶会長就任のご挨拶
誰にとっても身近な社協（しゃきょう）を目指して！誰にとっても身近な社協（しゃきょう）を目指して！

・島田市地域包括センター事業の受託
 （第二中学校区、金谷中学校区、川根中学校区）
・高齢者介護予防事業の実施
・高齢者、障がいのある方への在宅介護サービスの提供
・島田市重度障害者等移動支援車両貸出事業の実施
・島田市家族介護者交流事業の実施
・指定特定相談支援事業　　他

　高齢者や障がいのある方等、在宅で介護を必要と
する方のサポートや、介護予防事業に取り組み、地
域で安心して生活できるための事業を展開しました。・会費制度の充実強化

・駐車場貸出管理事業の実施
・寄付金、寄付物品の受付、配分
・職員向けの各種研修の実施
・理事会、評議員会、監査の開催
・社会福祉法改正に向けた検討会
・各種会議の充実　　他

　各種事業の充実のための財源の確保や職員の資
質向上に取り組み、適切な組織運営に努めました。

支え合いの地域づくりのために支え合いの地域づくりのために

平成28年度決算報告

詳細はホームページに掲載しています。

貸借対照表の要旨� （単位：円）

科目 金額
資産の部

流動資産 163,871,289

固定資産 795,135,690

（基本財産） 145,768,988

（その他の固定資産） 649,366,702

資産の部合計 959,006,979

負債の部

流動負債 34,038,023

固定負債 124,686,986

負債の部合計 158,725,009

純財産の部

基金 500,709,116

国庫補助金等特別積立金 393,934

その他の積立金 1,700,000

次期繰越活動収支差額 297,478,920

純財産の部合計 800,281,970

負債及び純財産の部合計 959,006,979

事業活動収支計算書の要旨� （単位：円）

科目 金額

サ
ー
ビ
ス

活
動
増
減

サービス活動収益計 449,437,875

サービス活動費用計 865,778,943

サービス活動増減差額 -416,341,068

サ
ー
ビ
ス

活
動
外
増
減

サービス活動外収益計 2,102,204

サービス活動外費用計 0

サービス活動外増減差額 2,102,204

経常増減差額 -414,238,864

特
別
増
減

特別収益計 5,153,096

特別費用計 30,010

　　特別増減差額 5,123,086

当期活動増減差額 -409,115,778

繰
越
活
動
増
減
差
額

前期繰越活動増減差額 88,772,839

当期末繰越活動増減差額 -320,342,939

基本金取崩額 0

基金取崩額 615,023,261

その他の積立金取崩額 4,498,598

その他の積立金積立額 1,700,000

次期繰越活動増減差額 297,478,920

資金収支計算書の要旨� （単位：円）

科目 金額
事
業
活
動
に
よ

る
収
支

事業活動収入計 457,093,854

事業活動支出計 443,212,475

事業活動資金収支差額 13,881,379
施
設
整
備
等
に

よ
る
収
支

施設設備等収入計 4,968,000

施設設備等支出計 164,428,890

施設設備等資金収支差額 -159,460,890
そ
の
他
の
活
動
に

よ
る
収
支

その他の活動収入計 578,501,859

その他の活動支出計 387,096,699

その他の活動資金収支差額 191,405,160

当期資金収支差額合計 45,825,649

前期末支払資金残高 100,419,456

当期末支払資金残高 146,245,105

2みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



・広報誌「みんなのふくしだより」の発行
・ホームページ、facebookの公開
・ふれあい広場、島田市社会福祉大会の実施
・福祉出前講座　　・福祉講演会の実施
・夏休み「福祉」体験学習、福祉のつどいの実施
・居場所づくりの推進、居場所づくり研修会の実施
・貸出事業（活動資機材、マイクロバス）　　他

　福祉への興味関心を高めるための事業を展開し、地
域におけるふれあい交流の機会の充実に努めました。

・相談支援（福祉総合相談、弁護士相談）
・権利擁護相談事業（新規）
・日常生活自立支援事業　　・法人後見事業（新規）
・生活困窮者自立相談支援事業
・生活支援事業（資金貸付）
・就労応援事業（新規）　　・歳末たすけあい運動
・子どもの生活、学習支援事業（新規）　　他

　生活困窮者や高齢者、障がいのある人等生活のし
づらさを抱えた方々のあらゆる相談を受け止め、関
係機関と連携を図りながら問題解決にむけて取り組
みました。

・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
・災害ボランティアコーディネーター養成講座
・災害ボランティア連絡会の開催

　災害時に備え、災害ボランティアセンターの機能強化や
地域で安心して生活できるための各種事業を展開しました。

・生活支援コーディネーター活動事業（新規）
・ボランティア相談の実施
・ボランティア団体等ネットワーク会議の開催
・ボランティア活動室の貸し出し
・ボランティア受入施設連絡会の開催
・福祉レクリエーション
　講座の実施
・地区社会福祉協議会
　の運営、設立支援
　　　　　　　　　他

　ボランティアの育成や地区社会福祉協議会への支
援等を通じて、地域において住民相互の支え合いを
推進していくための事業を展開しました。

新 事 務 所 の 建 設
　誰もが安心して暮せる福祉のまちづくりを推進するための拠点とする
ため、新たな事務所を建設しました。新たな取り組みとして、1階を「福祉
のまちづくりセンター」として相談窓口を設置し、相談室を設けることで
相談者のプライバシーの確保にも努めました。日々、多くの相談が寄せ
られ、関係機関との連携を図りながら解決に向けて取り組んでいます。

　平成28年度は「島田市地域福祉計画・島田市地域福祉活動計画」のスタートや事務所建設、
移転など大きな節目を迎えた一年となりました。「きづきあい　みとめあい　共に生きるまち
　島田」の基本理念のもと、各種事業の実施に取り組みました。詳細は、ホームページに掲載
していますので、ご覧ください。

社協組織の基盤を強化するために社協組織の基盤を強化するために 介護予防・在宅介護を支えるために介護予防・在宅介護を支えるために

安心して地域で暮らしていくために安心して地域で暮らしていくために福祉を身近に感じてもらうために福祉を身近に感じてもらうために

福祉サービスが適切に受けられるために福祉サービスが適切に受けられるために

平成28年度　事業報告平成28年度　事業報告
島田市社会福祉協議会新会長就任のご報告島田市社会福祉協議会新会長就任のご報告
　この度、社会福祉法の改正にともない平成 29 年 6 月末、役員の改選が
行われ、新たに山城厚生（やましろ　あつたか）理事が会長に就任しまし
たのでご報告いたします。

　戦時中に生まれた私は、『21世紀こそ　明るい夢のような社会』と勝手に思い
込んでおりました。今世紀、我が国は経済・科学・医学等々の進歩により長寿
国・福祉国家となりましたが、本当に誰もが幸せを感じているのでしょうか。貧
困・孤独・虐待・・等々の問題が山積し、人との関係が希薄となり無縁社会が進
行している中『不安』を感じている方も多いのではないでしょうか。先人が築き上
げてきたこの島田はどうでしょう。
　『誰もが安心して、ごく当たり前に生活ができる島田！』づくりに努力し、次へバトンを渡すことが、今
の私たちの責務と考えます。福祉や幸せは付与されるものでなく、私たち市民の手で作り上げ感じ合って
いくものです。その意味で地域福祉や住民福祉の拠点である社会福祉協議会は、市民の皆様にとって身
近なもの（処）でなくてはなりません。
　本年6月より本会の代表となりました私としましては、その責任の重大さを痛感しているところでござい
ます。長年の実績と歴史を持つ島田市社会福祉協議会が更に一歩前進し『市民の社協』となるべく、微力
ながら努力して参る所存でございます。多くの皆様のご指導とご鞭撻をお願い申し上げ、会長就任のご挨
拶と致します。　　よろしくお願い致します。

会長　　山城厚生

会長就任のご挨拶会長就任のご挨拶
誰にとっても身近な社協（しゃきょう）を目指して！誰にとっても身近な社協（しゃきょう）を目指して！

・島田市地域包括センター事業の受託
 （第二中学校区、金谷中学校区、川根中学校区）
・高齢者介護予防事業の実施
・高齢者、障がいのある方への在宅介護サービスの提供
・島田市重度障害者等移動支援車両貸出事業の実施
・島田市家族介護者交流事業の実施
・指定特定相談支援事業　　他

　高齢者や障がいのある方等、在宅で介護を必要と
する方のサポートや、介護予防事業に取り組み、地
域で安心して生活できるための事業を展開しました。・会費制度の充実強化

・駐車場貸出管理事業の実施
・寄付金、寄付物品の受付、配分
・職員向けの各種研修の実施
・理事会、評議員会、監査の開催
・社会福祉法改正に向けた検討会
・各種会議の充実　　他

　各種事業の充実のための財源の確保や職員の資
質向上に取り組み、適切な組織運営に努めました。

支え合いの地域づくりのために支え合いの地域づくりのために

3 島田市 社 会福祉 協 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
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住民の皆様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。

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28、29年度交通遺児育英奨学金認定者がいる世帯

　各自治会、町内会の皆様、社協の活
動にご賛同いただいた篤志家の皆様を
はじめ、施設、団体、市内外企業の皆
様にご理解、ご協力をいただきました
ことに、心よりお礼を申し上げます。
　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
する事業に有効に活用させていただき
ます。

社協会費にご協力ありがとうございました平成29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

２  支援金額について

（在宅で生活されており、　   ～　   のいずれかに該当する世帯）
【生活保護世帯は除く】

平成29年度社会福祉協議会会費加入実績

平成 29 年度　特別会費　協力法人・商店

平成29年8月31日現在

（敬称略・順不同）

会費区分
一般会費

賛助会費

施設会費
団体会費
特別会費
合　　計

協力先
市民の皆様

篤志家
民生・児童委員
市役所･社協役職員

施　設
団　体
企　業

納入数 金　　額
25,889世帯

677名

44施設
111団体

198社

7,772,220円

772,000円

225,000円
233,000円
840,000円

9,842,220円

㈱アーク東海　大井川農業協同組合島田支店　㈲五條ドライクリーニング横井店　日本連合警備㈱　
島田瓦斯㈱　松下歯科分院　矢崎計器㈱島田製作所　㈱共栄社　志水接骨院　三布袋　
島田信用金庫　杉浦カメラ㈲島田カラーサービス　㈲高雄　㈱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㈱　新東海製紙㈱　㈱北河製品所　龍月堂　
永井興業㈱　島田不動産㈱　横井歯科医院　㈱中林建設　桜井資源㈱　増田運送㈱　トヨタカローラ東海㈱島田店　
㈱北川建具　神座自動車工業㈲　島田ユニフォームセンター　㈱髙森商店　濱田行二税理士事務所　ハラダ製茶㈱　
広住自動車㈱　富士ビジネスマシン　牧野耳鼻科医院　㈱大井川不動産　㈱落合自動車　㈱みのや　㈱清水屋　
㈱小桜建設工業　丸尾興商㈱島田営業所　㈲平和タクシー　㈲青島セメント店　㈲魚中　㈲五平　㈲堺ボデ－　
㈲佐藤設備　㈱丸紅　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　
髙橋電気工業㈱　木村飲料㈱　アピタ島田店　あらなみクリニック　池田歯科医院　㈱トヨタレンタリース静岡
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㈱　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㈱　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　㈱テクノサポート　㈱エコワーク　あいおいニッセイ同和損保保険㈱　
㈱塚本設計　㈱富士塗料商会　㈱松本興管　大洋㈱　望月運輸㈱　島田タクシー㈲　㈲増田電化工場　
㈲常盤商会　㈲萩原自動車　よしとみクリニック　クノール食品㈱東海事業所　㈱アキタファインブランキング　
㈱あじかん静岡工場　サカイ産業㈱　原田歯科医院　藤本外科医院　㈱ミヤムラ　㈱エーピーアイ　㈱大塚　
㈱オカダ　㈱サワムラ事務器　㈱島田電機舎　㈱ナガサワ　㈱ヒロタ　日本クッカリー㈱　㈱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㈱　㈲大塚製茶　㈲マルダイ化成　
㈲太陽　㈲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㈱　㈱増商　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㈲　
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　㈱カネツ中野園　
㈱スルガ銀行金谷支店　㈱大鉄アドバンス　㈱トップランド　㈱ホンダエフワン　㈱宮村鉄工所　㈲杉野保険事務所
㈱金谷工務店　㈱中部衛生検査センター　㈱塚本工務店　㈱尾坂工務店　乾モーター㈱　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　東京医薬紙器㈱　㈲北川商会　
㈲齋藤技研　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　石川製茶㈱　
㈱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　
社団桜愛会高木医院　白瀧製茶㈱　高橋建設㈱　又平歯科医院　㈱朝日園　㈱アルファ　㈱大井川電機製作所　
㈱原小組　㈱ブライダルアドバンスオキ　㈱八木自動車　㈲西村自動車工業所　㈲大和ガス商会　㈱共立アイコム　
大井川農業協同組合川根南支店　大井建設㈱　たばこや食堂　ナカヤ石油㈱　丸保生コンクリート㈱　三村建設㈱　
㈱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　
吉川歯科クリニック　㈲八木製作所　㈱オカムラ　ダイドードリンコ㈱静岡第三営業所　㈱カワジリ　㈱食鮮館タイヨー
㈱ヤマシタコーポレーション静岡営業所　松本印刷㈱　日本事務器㈱　大井川重機㈲　㈱あがた造作所　

私たち企業も  福祉のまちづくり活動を  応援しています！

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

★世帯とは…

市内在住で平成29年10月1日現在、次のいず
れかに該当する世帯

ただし、２つ以上の該当がある場合でも、申請は
いずれか１つとなります。

1

1 3

市内在住で経済的に困窮している世帯
※申請書のチェックシートの項目に当てはまる世帯が贈呈対象となります。3

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29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

（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30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
・対象要件の確認等、市担当課への問い合わせはお控えください。
・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
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、身体障害者手帳や介護保険証等のコ
ピー）を必ず添付し提出してください。なお、記入漏れがある場合には審査ができま
せん。
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。
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。
平成29年10月2日（月）～平成29年11月30日（木）

（1） 申請方法

（2） 提出方法
（3） 受付期間

☎0547-35-6244
お問い合わせ・申請先

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

〒４２７-００５６  島田市大津通２－１

FAX 0547-34-3261

4みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋
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住民の皆様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。

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28、29年度交通遺児育英奨学金認定者がいる世帯

　各自治会、町内会の皆様、社協の活
動にご賛同いただいた篤志家の皆様を
はじめ、施設、団体、市内外企業の皆
様にご理解、ご協力をいただきました
ことに、心よりお礼を申し上げます。
　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
する事業に有効に活用させていただき
ます。

社協会費にご協力ありがとうございました平成29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

２  支援金額について

（在宅で生活されており、　   ～　   のいずれかに該当する世帯）
【生活保護世帯は除く】

平成29年度社会福祉協議会会費加入実績

平成 29 年度　特別会費　協力法人・商店

平成29年8月31日現在

（敬称略・順不同）

会費区分
一般会費

賛助会費

施設会費
団体会費
特別会費
合　　計

協力先
市民の皆様

篤志家
民生・児童委員
市役所･社協役職員

施　設
団　体
企　業

納入数 金　　額
25,889世帯

677名

44施設
111団体

198社

7,772,220円

772,000円

225,000円
233,000円
840,000円

9,842,220円

㈱アーク東海　大井川農業協同組合島田支店　㈲五條ドライクリーニング横井店　日本連合警備㈱　
島田瓦斯㈱　松下歯科分院　矢崎計器㈱島田製作所　㈱共栄社　志水接骨院　三布袋　
島田信用金庫　杉浦カメラ㈲島田カラーサービス　㈲高雄　㈱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㈱　新東海製紙㈱　㈱北河製品所　龍月堂　
永井興業㈱　島田不動産㈱　横井歯科医院　㈱中林建設　桜井資源㈱　増田運送㈱　トヨタカローラ東海㈱島田店　
㈱北川建具　神座自動車工業㈲　島田ユニフォームセンター　㈱髙森商店　濱田行二税理士事務所　ハラダ製茶㈱　
広住自動車㈱　富士ビジネスマシン　牧野耳鼻科医院　㈱大井川不動産　㈱落合自動車　㈱みのや　㈱清水屋　
㈱小桜建設工業　丸尾興商㈱島田営業所　㈲平和タクシー　㈲青島セメント店　㈲魚中　㈲五平　㈲堺ボデ－　
㈲佐藤設備　㈱丸紅　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　
髙橋電気工業㈱　木村飲料㈱　アピタ島田店　あらなみクリニック　池田歯科医院　㈱トヨタレンタリース静岡
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㈱　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㈱　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　㈱テクノサポート　㈱エコワーク　あいおいニッセイ同和損保保険㈱　
㈱塚本設計　㈱富士塗料商会　㈱松本興管　大洋㈱　望月運輸㈱　島田タクシー㈲　㈲増田電化工場　
㈲常盤商会　㈲萩原自動車　よしとみクリニック　クノール食品㈱東海事業所　㈱アキタファインブランキング　
㈱あじかん静岡工場　サカイ産業㈱　原田歯科医院　藤本外科医院　㈱ミヤムラ　㈱エーピーアイ　㈱大塚　
㈱オカダ　㈱サワムラ事務器　㈱島田電機舎　㈱ナガサワ　㈱ヒロタ　日本クッカリー㈱　㈱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㈱　㈲大塚製茶　㈲マルダイ化成　
㈲太陽　㈲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㈱　㈱増商　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㈲　
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　㈱カネツ中野園　
㈱スルガ銀行金谷支店　㈱大鉄アドバンス　㈱トップランド　㈱ホンダエフワン　㈱宮村鉄工所　㈲杉野保険事務所
㈱金谷工務店　㈱中部衛生検査センター　㈱塚本工務店　㈱尾坂工務店　乾モーター㈱　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　東京医薬紙器㈱　㈲北川商会　
㈲齋藤技研　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　石川製茶㈱　
㈱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　
社団桜愛会高木医院　白瀧製茶㈱　高橋建設㈱　又平歯科医院　㈱朝日園　㈱アルファ　㈱大井川電機製作所　
㈱原小組　㈱ブライダルアドバンスオキ　㈱八木自動車　㈲西村自動車工業所　㈲大和ガス商会　㈱共立アイコム　
大井川農業協同組合川根南支店　大井建設㈱　たばこや食堂　ナカヤ石油㈱　丸保生コンクリート㈱　三村建設㈱　
㈱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　
吉川歯科クリニック　㈲八木製作所　㈱オカムラ　ダイドードリンコ㈱静岡第三営業所　㈱カワジリ　㈱食鮮館タイヨー
㈱ヤマシタコーポレーション静岡営業所　松本印刷㈱　日本事務器㈱　大井川重機㈲　㈱あがた造作所　

私たち企業も  福祉のまちづくり活動を  応援しています！

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

★世帯とは…

市内在住で平成29年10月1日現在、次のいず
れかに該当する世帯

ただし、２つ以上の該当がある場合でも、申請は
いずれか１つとなります。

1

1 3

市内在住で経済的に困窮している世帯
※申請書のチェックシートの項目に当てはまる世帯が贈呈対象となります。3

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29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

（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30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
・対象要件の確認等、市担当課への問い合わせはお控えください。
・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
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、身体障害者手帳や介護保険証等のコ
ピー）を必ず添付し提出してください。なお、記入漏れがある場合には審査ができま
せん。
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。
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。
平成29年10月2日（月）～平成29年11月30日（木）

（1） 申請方法

（2） 提出方法
（3） 受付期間

☎0547-35-6244
お問い合わせ・申請先

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

〒４２７-００５６  島田市大津通２－１

FAX 0547-34-3261

5 島田市 社 会福祉 協 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



平成29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
世帯主との関係平成29年 　　月 　　日

島田市社会福祉協議会　会長　様

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

氏　名 生年月日

電　　話

明治・大正・昭和・平成

年　　 月　　 日㊞　

住　所

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　　＞

島田市

（町内会・組　　　　　　　）

棟・部屋番号まで記入すること 日中連絡がつく番号を記入すること

氏　　名 続 柄

世帯主

生年月日 職業又は
学校学年

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）円

円

円

円

円

円

収入源
※該当するものに全て○

身体状況
※該当するものに○
　または記入

収入
平均月額年齢

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

世帯構成等

同　　意　　書

申請者（世帯主）　　　　　　　　　　　　　㊞

　私は、本申請に係る審査において、島田市社会福祉協議会が次の内容を島田市役所へ照会し、情報を収集することに同
意します。
　●島田市課税課……市民税非課税世帯であるかの照会　　　●島田市福祉課……生活保護受給世帯であるかの照会
　また、年越し支援金贈呈に関し、必要に応じて私の住所、氏名等を地区担当の民生委員児童委員に開示することに同意
します。

添付書類の確認
※必ず添付

贈呈方法

□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
□交通遺児に認定されていることがわかる書類のコピー
※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

区
分
1

区
分
2

区
分
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28年度、平成29年度交通遺児認定者がいる世帯 

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

４．障害児・者のいる世帯
　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
５．満75歳以上の高齢者世帯
６．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

７．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。

氏
名
・
等
級

氏　名 障害等級

介護者のつどい　

「子ども応援プロジェクト
　～しまだ夏休みこども食糧支援事業～」を実施しました

★食品を寄付する際の
留意事項★

「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

　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？

家族介護者交流事業　リフレッシュバス旅行

平成29年11月28日（火）
8:00出発　17:00帰着予定
伊豆畑毛温泉「大仙家」（食事や温泉をゆっ
くりお楽しみいただけます）・三島楽寿園（紅
葉鑑賞）、伊豆村の駅
介護保険制度で要支援・要介護認定を受け
た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

いる場合は対象外となります。
※総合事業対象者は対象外です。

★今年度の主な計画
・広報紙の発行　
・リサイクル品プレゼント
・高齢者ふれあいバス旅行
・環境美化活動
・居場所づくり事業
 （ばらの丘、上野田他）
・子育てサロン「えのころ」

上野田居場所（ひまわりさん）

【日　時 】

【目的地 】

【参加対象】

※1対象者につき1名の参加となります。
80名（申込多数の場合は抽選となります）
2,000円
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。
平成29年9月15日（金）
～平成29年10月20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。

【 定　員 】
【 参加費 】
【申込方法】

【申込期間】

　NPO法人POPOLO（静岡市）主催で、夏休みの
給食がない期間に支援を必要とする子育て世帯へ、
フードドライブ（食糧回収運動）を活用して食糧を提
供するとともに、生活や家計、仕事のことなどの悩み
相談を社会福祉協議会の職員が対応しました。
　今回、市として初めての取り組みとなりましたが、70世帯を超える申し込み
があり、今後も継続して支援を必要とする世帯への応援をしていきます。
　引き続きフードドライブ事業を市で実施しますので、ご家庭で眠っている食品
の回収について皆さまのご協力をお願いいたします。

・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可能なもの

平成29年10月11日（水）～11月10日（金）
島田市役所本庁舎１階、金谷南支所、川根支所、初倉公民館、
六合公民館 回収ボックス

実 施 期 間
回 収 場 所

大津地区社会福祉協議会
の設立について
　大津地区では、地区内の福
祉活動の連携を図り、住みよ
い地域づくりのため、地区社
会福祉協議会を設立しました。

開催日時
10月17日（火）
10:00～11:30
11月７日（火）

10:00～11:30
12月19日（火）
10:00～11:30
1月16日（火）

10:00～11:30

プ
ラ
ザ
お
お
る
り
内

交流レクリエーション

交流レクリエーション

おしゃべり会

クリスマスに関する工作

場所 内容（予定）

地域デビューを応援します！
　お住まいの地域でボランティア活動を始めて
みませんか

【対象者】興味のある方ならどなたでも

開催日時
10月24日（火）
19:00～21:00

11月14日（火）
19:00～21:00

11月28日(火)
19:00～21:00

ロ
ク
テ
ィ
集
会
室

自分のまちの
福祉活動を知ろう

地域で活動するため
レク講座

地域で自分が今
できることを話し合おう

会場 内容（予定）

承
諾
印

6みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



平成29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
世帯主との関係平成29年 　　月 　　日

島田市社会福祉協議会　会長　様

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

氏　名 生年月日

電　　話

明治・大正・昭和・平成

年　　 月　　 日㊞　

住　所

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　　＞

島田市

（町内会・組　　　　　　　）

棟・部屋番号まで記入すること 日中連絡がつく番号を記入すること

氏　　名 続 柄

世帯主

生年月日 職業又は
学校学年

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）円

円

円

円

円

円

収入源
※該当するものに全て○

身体状況
※該当するものに○
　または記入

収入
平均月額年齢

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

給与・年金・手当・
その他（  　　　　　）

良好
持病（　　　　　  ）

世帯構成等

同　　意　　書

申請者（世帯主）　　　　　　　　　　　　　㊞

　私は、本申請に係る審査において、島田市社会福祉協議会が次の内容を島田市役所へ照会し、情報を収集することに同
意します。
　●島田市課税課……市民税非課税世帯であるかの照会　　　●島田市福祉課……生活保護受給世帯であるかの照会
　また、年越し支援金贈呈に関し、必要に応じて私の住所、氏名等を地区担当の民生委員児童委員に開示することに同意
します。

添付書類の確認
※必ず添付

贈呈方法

□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
□交通遺児に認定されていることがわかる書類のコピー
※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

区
分
1

区
分
2

区
分
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28年度、平成29年度交通遺児認定者がいる世帯 

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

４．障害児・者のいる世帯
　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
５．満75歳以上の高齢者世帯
６．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

７．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。

氏
名
・
等
級

氏　名 障害等級

介護者のつどい　

「子ども応援プロジェクト
　～しまだ夏休みこども食糧支援事業～」を実施しました

★食品を寄付する際の
留意事項★

「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

　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？

家族介護者交流事業　リフレッシュバス旅行

平成29年11月28日（火）
8:00出発　17:00帰着予定
伊豆畑毛温泉「大仙家」（食事や温泉をゆっ
くりお楽しみいただけます）・三島楽寿園（紅
葉鑑賞）、伊豆村の駅
介護保険制度で要支援・要介護認定を受け
た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

いる場合は対象外となります。
※総合事業対象者は対象外です。

★今年度の主な計画
・広報紙の発行　
・リサイクル品プレゼント
・高齢者ふれあいバス旅行
・環境美化活動
・居場所づくり事業
 （ばらの丘、上野田他）
・子育てサロン「えのころ」

上野田居場所（ひまわりさん）

【日　時 】

【目的地 】

【参加対象】

※1対象者につき1名の参加となります。
80名（申込多数の場合は抽選となります）
2,000円
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。
平成29年9月15日（金）
～平成29年10月20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。

【 定　員 】
【 参加費 】
【申込方法】

【申込期間】

　NPO法人POPOLO（静岡市）主催で、夏休みの
給食がない期間に支援を必要とする子育て世帯へ、
フードドライブ（食糧回収運動）を活用して食糧を提
供するとともに、生活や家計、仕事のことなどの悩み
相談を社会福祉協議会の職員が対応しました。
　今回、市として初めての取り組みとなりましたが、70世帯を超える申し込み
があり、今後も継続して支援を必要とする世帯への応援をしていきます。
　引き続きフードドライブ事業を市で実施しますので、ご家庭で眠っている食品
の回収について皆さまのご協力をお願いいたします。

・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可能なもの

平成29年10月11日（水）～11月10日（金）
島田市役所本庁舎１階、金谷南支所、川根支所、初倉公民館、
六合公民館 回収ボックス

実 施 期 間
回 収 場 所

大津地区社会福祉協議会
の設立について
　大津地区では、地区内の福
祉活動の連携を図り、住みよ
い地域づくりのため、地区社
会福祉協議会を設立しました。

開催日時
10月17日（火）
10:00～11:30
11月７日（火）

10:00～11:30
12月19日（火）
10:00～11:30
1月16日（火）

10:00～11:30

プ
ラ
ザ
お
お
る
り
内

交流レクリエーション

交流レクリエーション

おしゃべり会

クリスマスに関する工作

場所 内容（予定）

地域デビューを応援します！
　お住まいの地域でボランティア活動を始めて
みませんか

【対象者】興味のある方ならどなたでも

開催日時
10月24日（火）
19:00～21:00

11月14日（火）
19:00～21:00

11月28日(火)
19:00～21:00

ロ
ク
テ
ィ
集
会
室

自分のまちの
福祉活動を知ろう

地域で活動するため
レク講座

地域で自分が今
できることを話し合おう

会場 内容（予定）

承
諾
印

7 島田市 社 会福祉 協 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



午前の部
9：30～12：45
午前の部
9：30～12：45

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

２０１７.１０.８（日）　９：30～16：00
島田市民総合施設プラザおおるり

平成29年９月

発行部数：34,700部

№103 みんなで架けよう幸福の橋

み ふな しくの だよりん

はーとちゃん

各戸配布

ミルク餅
引換券

その他いろんな
交流があります♪
その他いろんな

交流があります♪

講演会
「出会い、ふれあい、人の味」

講師　八名信夫氏

講演会
「出会い、ふれあい、人の味」

講師　八名信夫氏
社会福祉活動

団体紹介
（ブース出店）

社会福祉活動
団体紹介

（ブース出店）

と　き 雨天決行

ところ

おしらせひろば
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～8月31日）

【寄附金】
・デイサービスほほえみの里 様
・明るい社会づくり運動協議会 様
・アピタ島田店 様
・二十日会 様　　他匿名3件

【寄附物品】
・熊地真澄 様、池谷三枝子 様
・明るい社会づくり運動協議会 様
・川根茶業青年団 様
・進士みち子 様
・アピタ島田店 様　　他匿名10件

【災害義援金】
・響ファミリー 様
・六合東小学校 様
・デイサービスセンター
　　　　メルシー島田 様

お預かりした義援金は福岡県、大分県の共同募金会に送付
させていただき、被災地に設置された義援金配分委員会を
通じ、被災された皆様に届けられます。

あなたのお悩み解決のお手伝いをします

相談日のお知らせ
「福祉のまちづくりセンター」では、地域におけるさま
ざまな相談を受け止め、地域の皆さまと連携・協働の取
組みを展開しながら、誰もが安心して暮らせる福祉のま
ちづくりを推進しています。

・居場所を作りたい　　　　・ボランティアをしたい
・介護のことで相談したい　・無職のため生活が苦しい
・困っている人のためにお米を寄附したい　など

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。
《ひとりで悩まず　まずは　ご相談ください。》

９月１日～ 12月 31日までの相談日
内　容

○福祉総合相談
　午前 8 時半～午後 5 時

○弁護士相談【要予約】
　午前 10 時～午後３時

○司法書士権利擁護相談
　【要予約】
　午後 1 時半～午後４時半

会　場

社協事務局

社協事務所

相 談 日

月～金曜日

10月25日（水）
12月25日（月）

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（市民会館跡地南側）
福祉のまちづくりセンター ℡0547-35-6244／Fax0547-34-3261／fukushi-machizukuri@shimada-shakyo.jp
法 人 運 営 課 ℡0547-35-6247／Fax0547-37-8249／fureai@shimada-shakyo.jp
◎ホームページ　http://www.shimada-shakyo.jp　◎Facebook　 https://www.facebook.com/shimada.shakyo

島田市社協 検索

はじめての要約筆記入門講座
要約筆記をゼロから学べる優しい講座です。

平成29年11月25日（土）
午後１時30分から午後４時まで
プラザおおるり３階第三多目的室
島田市福祉課（36-7154）

日 時

会 場
申込先

赤ちゃんハイハイレース参加者募集！
　10月８日（日）ふれあい広場において、かわいい赤ちゃ
んのハイハイレースを行ないます！ぜひご参加ください。

平成29年10月８日（日）
午前10時15分～午前10時45分(予定)
プラザおおるり　ホール
開催当日に1歳未満の乳児
先着20名
島田市社会福祉協議会地域支援課（35-6244）

日 時

会 場
対 象
定 員
申込先

＜対象車両＞
＜ 終 了 日 ＞

福祉車両ザッツ貸出終了のお知らせ
　島田市社協では、島田市からの委託を受け、重度障害
者等移動支援車両貸出事業（福祉車両の貸出）を実施し
ております。平成27年４月より、ザッツとハイエースの２台
を使用して実施してきましたが、車両の老朽化に伴い、平
成30年３月をもってザッツの運行を終了いたします。

ホンダ　ザッツ
平成30年３月23日（金）

  9月25日（月）
11月27日（月）

：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28年度に助成を受けた団体は対象外と
なります。

：上限150,000円
※ただし、購入費の3割は団体の自己負担と

なります。
：平成29年10月２日（月）～10月31日（火）
：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。

対象団体

助 成 額

受付申請
申請方法

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。

※申請書は社会福祉協議会窓口にあります。

★こんな相談を受け付けています

みんなで参加♪
ステージ発表

みんなで参加♪
ステージ発表

 美味しい♪
模擬店ブース
 美味しい♪

模擬店ブース

みんな注目!!
社会参加活動発表

みんな注目!!
社会参加活動発表

楽しい♪
福祉体験ブース

楽しい♪
福祉体験ブース

午後の部
13：30～16：30
午後の部
13：30～16：30

第38回第38回
響ファミリー　様

8みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋


