
※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。

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番の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

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（１月４日～３月31日）

【寄附金】
 ・明るい社会づくり運動協議会 様
 ・川根さわやか有志会 様
 ・小長谷しげ 様
 ・正覚寺 様
 ・ユニー㈱アピタ島田店 様
 ・しまだ中央母親クラブ 様
 ・島田市文化協会 様・㈱まちづくり島田 様
 ・絵手紙ハナミズキ 様
・匿名　２件

【寄附物品】
 ・マックスバリュ島田阿知ヶ谷店 様
 ・明るい社会づくり運動協議会 様
 ・服部秀郁 様
 ・島田ライオンズクラブ 様
 ・ユニー㈱アピタ島田店 様
・匿名　３件

雛・武者人形供養
　ボランティアふれ愛では、偶数年度に標記供養を実施しています。

開催日：平成30年６月10日（日）
時　間：午前８時半から10時まで
場　所：大井川河川敷　旧国１鉄橋下
★注意事項
行政指定のゴミ袋に格納してご持参ください。

＜問合せ先＞ボランティアふれ愛　代表　大村泰史（46-0240）

フードドライブ
　NPO法人フードバンクふじのくにでは、食べるものがなくて
困っている方への支援を行うため、家庭で眠っている食品の寄附
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30年４月16日(月)から５月18日(金)まで
収集場所：島田市役所本庁1階、金谷南支所、川根支所、
　　　　　六合公民館、初倉公民館
★希望食品
保存食品（缶詰、瓶詰、レトルト、インスタント食品）、米、乾麺など
賞味期限が2か月以上あり、期限が明記されている未開封のもの

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

島田点訳奉仕会
ボランティア団体紹介

＜活動内容＞
　視覚障がい者の方々への点訳物による地域情報支援。
　広報しまだやみんなのふくしだより等の点訳・発送。
＜活動日時＞
　月曜日　午前10時から午後３時半
　第１・第３水曜日　午後７時半から９時
＜活動場所＞
　保健福祉センターはなみずき　ボランティア活動室

　簡単なパソコン操作が
できる方で、点訳・印刷・
発送を一緒にやってくだ
さる方を募集しています！

「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。

★こんな相談を受けています（平成28年度の実績から）
・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付したい　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。》

４月１日～５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

4 月 25 日（水）

５月 25 日（金）

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

平成30年４月

発行部数：34,600部

№105 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

島田市文化協会・㈱まちづくり島田 様

正覚寺 様

マックスバリュ 様

外へ一歩出てみると

そこにはさわやかな青空と

あたたかな空気を感じることができる

季節がやってきました。

出かける先には素敵な出会いや

楽しい出来事が待っているかも ・ ・ ・

各戸配布



福祉を身近に感じる風土づくり1

⑴地域福祉の必要性について知っていただき、地域住
民が主体的に地域福祉活動を展開できるよう、広報
啓発活動を行います。
広報の発行、ホームページ・Facebookの公開、
社会福祉大会の実施　など
⑵地域や企業、子どもたちの福祉の心を育み、福祉活
動への理解を深めるため、福祉教育を推進します。
福祉教育推進事業、福祉体験学習事業、福祉講演会
（全体講演会・定期セミナー）の実施　など
⑶地域住民との交流の機会を提供し、地域におけるふ
れあい・交流の機会である「居場所」「高齢者ふれあ
いサロン」等への支援をすることで各種活動の充
実、連携強化を図ります。
ふれあい広場の実施、居場所づくり推進、
地域福祉活動外出支援助成事業【新規】、
精神障がい者と共に暮らす家族のつどい【新規】
など

福祉サービスが適切に受けられる仕組みづくり2

⑴地域住民の生活課題を受け止め、その複合的な課題
を整理し、解決につながるよう多様なネットワークを
活用した取り組みを展開します。
　福祉のまちづくりセンターの設置、福祉総合相談事
業、法律相談事業、権利擁護相談事業　など

⑵判断能力が不十分な方々が安心して生活ができるよ
う地域を基盤とした権利擁護体制づくりを進めます。

　日常生活自立支援事業、法人後見事業、成年後見制
度支援体制構築事業　など

⑶地域住民や幅広い関係機関との連携、協働のもと生
活のしづらさを抱える方のニーズに沿った相談支援
を展開します。

生活困窮者自立相談支援
事業、生活支援事業、歳末
たすけあい運動事業、子ど
もの居場所づくり事業　

市民協働による支え合いの地域づくり3

⑴地域福祉活動の推進するため、ボランティア活動へ
のきっかけづくりや、ボランティアの育成、地域福祉
の担い手の確保を行います。
ボランティア相談、ボランティア入門講座、収集ボラ
ンティア活動事業　など

⑵現在活動しているボランティアや団体、地区社会福
祉協議会の活動の充実・発展のための支援をします。
生活支援コーディネーター活動事業、ボランティア
活動室貸出事業、居場所連絡会　など

⑴適切な法人運営と事業経営　・・・　評議員会・理事会の実施　など
⑵社会福祉充実計画に基づく事業実施
⑶法人としての経営管理と経費節減　・・・　効率的な経営体制の強化　など
⑷財源の確保　・・・　駐車場管理運営、自動販売機管理運営　など
⑸職員の人材育成　・・・　職員研修、資格取得への働きかけを実施　など
⑹働きやすい職場環境づくり　・・・　育児・介護中の職員の働きやすい環境整備　など
⑺関連団体との連携　・・・　島田市民生委員児童委員協議会、島田市自治会連合会等との連携強化　など
⑻苦情解決の取組み　・・・　苦情解決体制の充実からサービスの質の向上　など
⑼団体事務　・・・　島田市共同募金委員会、島田市静霊奉賛会の運営　など

安心安全な暮らしづくり

10,340,000円 36,808,000円

8,481,000円 157,000円
4

⑴地域福祉の視点から、災害に対する支援体制づくり
の整備として、災害ボランティアセンターに関する各
種取り組みをします。

災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練、
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

● 地域福祉及び生活支援の推進のために

● 法人運営・事業経営

　「できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることを支える。」という社会福祉協議会の使命のもと、高齢者の介
護予防、高齢者・障がいのある方の在宅生活および在宅介護を支えるための各種事業を推進します。

⑴地域包括支援センター（高齢者あんしんセンター）の運営（島田市受託）
　第二中学校区、金谷中学校区、川根中学校区
⑵高齢者の介護予防事業の実施
　生きがい活動支援通所事業 (島田市受託 )、げんき教室事業（島田市受託）、
　ふれあい健康プラザ（島田市指定管理）　
⑶在宅生活・在宅介護を支える事業の実施
　家族介護者交流事業（島田市受託）、重度障害者等移動支援車両貸出事業（島田市受託）
⑷高齢者・障がいのある方への在宅介護サービス
　指定居宅介護支援事業、指定訪問介護事業、おでかけデイサービスさくら（島田市受託）、特定相談支援事業、
　障害者入浴サービス事業（島田市受託）　など

● 介護予防、在宅生活、在宅介護を支えるために 338,573,000円

基本理念 きづきあい　みとめあい　共に生きるまち　島田きづきあい　みとめあい　共に生きるまち　島田

１．地域での課題解決力を高める（地域福祉力を上げる）
２．福祉のまちづくりセンターにおける包括的な相談支援の強化
３．成年後見制度の推進と権利擁護体制の構築
４．「在宅介護サービスの提供理念」に基づくサービス提供
５．中長期的な視点での法人経営と効率的・効果的な事業経営

平成30年度 島田市社会福祉協議会の取り組み 　島田市社会福祉協議会では、地域住民や団体が地域づくりに「我が事」として関わり、地
域の人や福祉活動、世代や分野を超えて「丸ごと」つながる「地域共生社会」の実現に向け
て取り組みます。また、職員間の連携をさらに高めることで、課題を解決する力を高め、福
祉のまちづくりセンターの機能を充実させます。

重点目標

実施計画

〈平成 30 年度　事業収入の内訳〉

※資金収支計算書は社協ホームページでもご覧いただけます。

会費収入
事業収入
市補助金
県社協補助金
受託金
共同募金
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他
合計

８，８４６，０００円
１，６５０，０００円
１１，９２９，０００円

１３２，０００円
１２０，８１７，０００円
６，７３８，０００円

２２８，０７７，０００円
１５，７７６，０００円

３９４，０００円
３９４，３５９，０００円

総事業費　394,359,000円

2みんなで架
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て取り組みます。また、職員間の連携をさらに高めることで、課題を解決する力を高め、福
祉のまちづくりセンターの機能を充実させます。

重点目標

実施計画

〈平成 30 年度　事業収入の内訳〉

※資金収支計算書は社協ホームページでもご覧いただけます。

会費収入
事業収入
市補助金
県社協補助金
受託金
共同募金
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他
合計

８，８４６，０００円
１，６５０，０００円
１１，９２９，０００円

１３２，０００円
１２０，８１７，０００円
６，７３８，０００円

２２８，０７７，０００円
１５，７７６，０００円

３９４，０００円
３９４，３５９，０００円

総事業費　394,359,000円

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



特 集

【日時・会場】
①平成30年５月26日（土）10:00～12:00
　　島田市保健福祉センターはなみずき
②平成30年５月31日（木）14:00～16:00
　　焼津市総合福祉会館
　　　（焼津市大覚寺三丁目２番地の２）
【対　象】
・島田市、焼津市、藤枝市、川根本町の住民
（おおむね30～70歳）
・市民後見人の活動に関心があり、養成講座を
受講する意思のある方
※養成講座を受講するためには、このほかにも
条件があります。
【内　容】
・市民後見人の概要、役割、登録までの流れ
・養成講座の概要、受講要件、注意事項等
【申込み】
　５月18日（金）までに島田市社会福祉協議会
へ電話又はファックスでお申込みください。

　市民後見人の活動は、その方にとって本当に
必要なことは何か、ご本人の気持ちに寄り添い
ながら考え、行動をしていきます。
　支援にあたっては、さまざまな関係機関と連
携をしていくこととなるほか、市や社協が市民
後見人活動を支える体制を整えます。

　あなたの力を必要としている人が
私たちの地域にも大勢おられます。

ぜひ、権利擁護の推進に
ご協力ください。

一次選考（書類選考）

二次選考（レポート・面接）

事前説明会

市民後見人養成講座

終了時審査（レポート・面接）

最終審査

実務経験

市民後見人登録

基礎講座　各10時～16時（５日間・25時間）　　定員：20人程度
会場：島田市民総合施設プラザおおるり
 1 平成30年８月 ４日（土） 4 平成30年９月15日（土）
 2 ８月18日（土） ５ ９月29日（土）
 3 ９月 ８日（土）
【講座の内容】
　・成年後見制度の概要　　　　　　・市民後見人活動の実際
　・制度対象者の理解と関わり方　　・演習
　・成年後見実務の理解

実務講座　各10時～16時（６日間・28時間）
会場：島田市民総合施設プラザおおるり
 1 平成30年11月10日（土） ４ 平成30年11月～12月
 2 11月24日（土） 5 施設体験実習
 3 12月15日（土） ６ 平成31年１月12日（土）
【講座の内容】
　・高齢者、障害者を支える制度　　・施設体験実習
　・法律の基礎知識　　　　　　　　・演習
　・成年後見実務の理解

　以後、家庭裁判所から選任されると活動が開始となります。

★市民後見人の活動例★
　預貯金の管理や支払いの手続き、定期的な訪問による生活状況の把握と必要
な福祉サービス等の利用契約や手続き　など

　「住み慣れた地域で安心して暮らしたい…」
　これは、誰もが望むことであり、たとえ判断能力が不十分な方であっても同じであると言えます。
　“誰もが” 安心して暮らすことができるためには、地域において何が必要なのでしょうか。私たちは、人と人の関わりの
中で生活をしています。支え合いの地域づくりを推進している今、まずは人と関わることの大切さやその人を理解してい
こうとすることが大切であると考えます。

　島田市社会福祉協議会では、市民の皆さまに判断能力が不十分な方の理解と関わり方を知る機会として、生活支援セミ
ナーを実施しました。

　少子高齢化や認知症高齢者の増加、障がいのある方の地域生活への移行の推進などにより、今後ますます判断能力が不
十分な方に対する支援の需要が増加すると考えられる中で、全国的に広がりをみせているのが「市民後見人」です。この
市民後見人の活動は、親族や専門家以外の第三者である、住民が成年後見人等として家庭裁判所から選任を受けて行う社
会貢献活動です。
　支援を必要とする方と同じ地域住民の立場で寄り添い、きめ細やかな支援を行うことができる市民後見人は、新たな地
域における権利擁護の担い手として期待されています。
　市民後見人として活動をするには、成年後見制度や地域福祉に関する幅広い分野の知識のほか、権利擁護に対する理解
や支援をするための姿勢などを身につけることが重要となります。そのために、自治体等が実施する市民後見人養成講座
を受講することが必要です。（養成講座受講により、成年後見人等の資格が取得できるわけではありません）

●法定後見制度について
　ご本人の判断能力の状況によって、３種類に分かれます（後見・保佐・補助）。その種類、申立ての内容によって、家庭
裁判所から支え手となる成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）に与えられる権限が異なります。
　成年後見人等の役割は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の心身の状態や生活状況に配慮をしながら、ご本人に代わって
財産管理や必要な契約を結ぶなどの法律行為を行うことによって、ご本人を支援していくものです。
　制度を利用するには、支援を必要とする方の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要になります。申立ては、本人、
配偶者、四親等内の親族、市長等が行うことができます。

　「成年後見制度」は、認知症や知的障がい、精神障がいなど
の理由により、判断をすることに難しさや不安のある方が、そ
の人らしく安心して日常生活が営めるように、成年後見人等が
法律的に暮らしをサポートする制度です。
　将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、“誰に” “ど
んな支援をしてもらうのか” をあらかじめ決めておく「任意後
見制度」と、判断能力が不十分な方に対して支え手となる成年
後見人等を家庭裁判所が選任する「法定後見制度」があります。
　ここでは、法定後見制度を中心にご紹介をします。

　このほかにも、島田市と共催でセミナーを開催や地域への出前講座を行い、
市民の皆さんに知っていただく機会を作っています。

•地域で支え合うことの大切さや、相手の話は良く聴くことの大切さに改め
て気づきました。

•人と接する中で、自己を知っておくこと。自分の考えや価値観で判断しな
いことの大切さを知りました。

•人との関わりの中での傾聴、受容が大切だということがわかりました。そ
れができれば地域でのコミュニケーションができ、人の輪がつながり、「和」
が広がっていくのだと思いました。

★支援を必要とする人を理解する★ ★市民が市民を支える「市民後見人」★

「市民後見人養成講座」を開催します。
●市民後見人養成講座の流れ（予定）

市民後見人養成講座事前説明会

★支援を必要とする人を支える制度★

誰もが安心して地域で暮らしていくために 地域における権利擁護… ～私たちにできること～

生活支援セミナーの様子

その人がその人らしく人生を送るために…「成年後見制度」

　社会福祉協議会の事業として、「日常生活自立支援事業」があります。
　これは、判断能力に不安のある方が地域において自立した生活が送れるように、ご本人との契約に基づ
いて福祉サービスの利用援助等を行うものです。日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情
報提供や手続きのお手伝い、サービスの利用料の支払いなどのお手伝いをします。“ご本人に代わって” 法
律行為を行うものではありません。この事業を利用するためには、ご本人と契約を行うこととなります。

そのほかに…

参加者アンケートから

※養成講座受講を希望する方は、参加が必須です。

一定期間、実務経験を積んでいただきます。

島田市では、焼津市、藤枝市、川根本町とともに、

悪質商法被害
さまざまな
契約行為

預金や
不動産の管理

こうした不安のある方が、あなたの周りにいませんか？

信頼できる人に
任せたい…

一人で
判断するのは
難しい…

4みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



特 集

【日時・会場】
①平成30年５月26日（土）10:00～12:00
　　島田市保健福祉センターはなみずき
②平成30年５月31日（木）14:00～16:00
　　焼津市総合福祉会館
　　　（焼津市大覚寺三丁目２番地の２）
【対　象】
・島田市、焼津市、藤枝市、川根本町の住民
（おおむね30～70歳）
・市民後見人の活動に関心があり、養成講座を
受講する意思のある方
※養成講座を受講するためには、このほかにも
条件があります。
【内　容】
・市民後見人の概要、役割、登録までの流れ
・養成講座の概要、受講要件、注意事項等
【申込み】
　５月18日（金）までに島田市社会福祉協議会
へ電話又はファックスでお申込みください。

　市民後見人の活動は、その方にとって本当に
必要なことは何か、ご本人の気持ちに寄り添い
ながら考え、行動をしていきます。
　支援にあたっては、さまざまな関係機関と連
携をしていくこととなるほか、市や社協が市民
後見人活動を支える体制を整えます。

　あなたの力を必要としている人が
私たちの地域にも大勢おられます。

ぜひ、権利擁護の推進に
ご協力ください。

一次選考（書類選考）

二次選考（レポート・面接）

事前説明会

市民後見人養成講座

終了時審査（レポート・面接）

最終審査

実務経験

市民後見人登録

基礎講座　各10時～16時（５日間・25時間）　　定員：20人程度
会場：島田市民総合施設プラザおおるり
 1 平成30年８月 ４日（土） 4 平成30年９月15日（土）
 2 ８月18日（土） ５ ９月29日（土）
 3 ９月 ８日（土）
【講座の内容】
　・成年後見制度の概要　　　　　　・市民後見人活動の実際
　・制度対象者の理解と関わり方　　・演習
　・成年後見実務の理解

実務講座　各10時～16時（６日間・28時間）
会場：島田市民総合施設プラザおおるり
 1 平成30年11月10日（土） ４ 平成30年11月～12月
 2 11月24日（土） 5 施設体験実習
 3 12月15日（土） ６ 平成31年１月12日（土）
【講座の内容】
　・高齢者、障害者を支える制度　　・施設体験実習
　・法律の基礎知識　　　　　　　　・演習
　・成年後見実務の理解

　以後、家庭裁判所から選任されると活動が開始となります。

★市民後見人の活動例★
　預貯金の管理や支払いの手続き、定期的な訪問による生活状況の把握と必要
な福祉サービス等の利用契約や手続き　など

　「住み慣れた地域で安心して暮らしたい…」
　これは、誰もが望むことであり、たとえ判断能力が不十分な方であっても同じであると言えます。
　“誰もが” 安心して暮らすことができるためには、地域において何が必要なのでしょうか。私たちは、人と人の関わりの
中で生活をしています。支え合いの地域づくりを推進している今、まずは人と関わることの大切さやその人を理解してい
こうとすることが大切であると考えます。

　島田市社会福祉協議会では、市民の皆さまに判断能力が不十分な方の理解と関わり方を知る機会として、生活支援セミ
ナーを実施しました。

　少子高齢化や認知症高齢者の増加、障がいのある方の地域生活への移行の推進などにより、今後ますます判断能力が不
十分な方に対する支援の需要が増加すると考えられる中で、全国的に広がりをみせているのが「市民後見人」です。この
市民後見人の活動は、親族や専門家以外の第三者である、住民が成年後見人等として家庭裁判所から選任を受けて行う社
会貢献活動です。
　支援を必要とする方と同じ地域住民の立場で寄り添い、きめ細やかな支援を行うことができる市民後見人は、新たな地
域における権利擁護の担い手として期待されています。
　市民後見人として活動をするには、成年後見制度や地域福祉に関する幅広い分野の知識のほか、権利擁護に対する理解
や支援をするための姿勢などを身につけることが重要となります。そのために、自治体等が実施する市民後見人養成講座
を受講することが必要です。（養成講座受講により、成年後見人等の資格が取得できるわけではありません）

●法定後見制度について
　ご本人の判断能力の状況によって、３種類に分かれます（後見・保佐・補助）。その種類、申立ての内容によって、家庭
裁判所から支え手となる成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）に与えられる権限が異なります。
　成年後見人等の役割は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の心身の状態や生活状況に配慮をしながら、ご本人に代わって
財産管理や必要な契約を結ぶなどの法律行為を行うことによって、ご本人を支援していくものです。
　制度を利用するには、支援を必要とする方の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要になります。申立ては、本人、
配偶者、四親等内の親族、市長等が行うことができます。

　「成年後見制度」は、認知症や知的障がい、精神障がいなど
の理由により、判断をすることに難しさや不安のある方が、そ
の人らしく安心して日常生活が営めるように、成年後見人等が
法律的に暮らしをサポートする制度です。
　将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、“誰に” “ど
んな支援をしてもらうのか” をあらかじめ決めておく「任意後
見制度」と、判断能力が不十分な方に対して支え手となる成年
後見人等を家庭裁判所が選任する「法定後見制度」があります。
　ここでは、法定後見制度を中心にご紹介をします。

　このほかにも、島田市と共催でセミナーを開催や地域への出前講座を行い、
市民の皆さんに知っていただく機会を作っています。

•地域で支え合うことの大切さや、相手の話は良く聴くことの大切さに改め
て気づきました。

•人と接する中で、自己を知っておくこと。自分の考えや価値観で判断しな
いことの大切さを知りました。

•人との関わりの中での傾聴、受容が大切だということがわかりました。そ
れができれば地域でのコミュニケーションができ、人の輪がつながり、「和」
が広がっていくのだと思いました。

★支援を必要とする人を理解する★ ★市民が市民を支える「市民後見人」★

「市民後見人養成講座」を開催します。
●市民後見人養成講座の流れ（予定）

市民後見人養成講座事前説明会

★支援を必要とする人を支える制度★

誰もが安心して地域で暮らしていくために 地域における権利擁護… ～私たちにできること～

生活支援セミナーの様子

その人がその人らしく人生を送るために…「成年後見制度」

　社会福祉協議会の事業として、「日常生活自立支援事業」があります。
　これは、判断能力に不安のある方が地域において自立した生活が送れるように、ご本人との契約に基づ
いて福祉サービスの利用援助等を行うものです。日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情
報提供や手続きのお手伝い、サービスの利用料の支払いなどのお手伝いをします。“ご本人に代わって” 法
律行為を行うものではありません。この事業を利用するためには、ご本人と契約を行うこととなります。

そのほかに…

参加者アンケートから

※養成講座受講を希望する方は、参加が必須です。

一定期間、実務経験を積んでいただきます。

島田市では、焼津市、藤枝市、川根本町とともに、

悪質商法被害
さまざまな
契約行為

預金や
不動産の管理

こうした不安のある方が、あなたの周りにいませんか？

信頼できる人に
任せたい…

一人で
判断するのは
難しい…

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



島田市社会福祉大会島田市社会福祉大会平成 29年度
平成30年２月３日（土）、市民への福祉啓発を目的に平成29年度島田市社会福祉大会を開催し、社会福
祉協議会会長表彰、福祉活動発表や講演会を行い多くの皆様にご来場いただきました。
皆様の御功績に心より感謝いたします。

【日程／会場】
平成 30 年６月９日（土）焼津市文化センター
平成 30 年６月 10 日（日）静岡福祉大学

日本地域福祉学会第32回大会

居場所　♡はーとちゃん家♡（4～6月開所日）

　市民のみなさまにご協力いただいた共同募金が、県の共同募金会を通して、地域で活動されている団体や施設で活用
されますので、助成事業についてご案内いたします。
【助成事業】
①　地域福祉活動支援事業
②　福祉施設機器整備事業
③　地域ふれあい支え合い支援事業
④　こども食堂誕生会・授産製品応援事業（新規）
※対象者、対象事業の詳細については、静岡県共同募金

会のホームページをご覧いただくか、助成申請説明会
にご参加ください。

共同募金　助成先募集!!

家族介護者交流事業～介護者のつどい～
【対象者】市内在住で要支援・要介護の方を在宅で介護

されている方
【会　場】島田市民総合施設プラザおおるり内
【時　間】10:00～11:30　　参加費：無料
【持ち物】今年度初めて参加される方は、事業の対象者

であるかどうかの確認をするため、要介護者
の介護保険被保険者証をご持参ください。

 【開催日】 【内容】（予定）
 ４月24日（火） 顔合わせ・おしゃべり会
 ５月15日（火） 交流レクリエーション
 ６月19日（火） 交流レクリエーション
　毎月詳しいご案内を登録者にハガキにて送付します。
ご案内が必要な方は社会福祉協議会までご連絡ください。
７月以降の内容は６月の広報に掲載します。
ご参加お待ちしております！

地域福祉活動外出支援助成事業
【対　象】市内で活動する地域福祉活動を主目的とする団体
【対象経費】平成30年7月１日から平成31年３月31日

に実施する地域福祉活動
【対象経費】レンタカーや観光バスを借り上げた費用
【助成額】借り上げた費用の１／２以内

※千円未満切り捨て　上限２万円　　
【事業受付】平成30年５月～（予定）

福祉レクリエーション講座
【対象者】レクリエーションに興味のある方 
【会　場】島田市民総合施設プラザおおるり

１階　第１多目的室
【時　間】13:30～15:00　　
【定　員】30名
【講　師】島田市レクリエーション協会
【参加費】1,000円（全４回分）
　　　　※施設職員の方で社協会員の施設は１人500円
【持ち物】動きやすい服装、飲み物 

　社会福祉協議会では、地域福祉活動のためにマイクロ
バスの貸出をしておりましたが、バスの老朽化、事故の
増加等の理由から、地域の方の安全を第一に考え、平成
30年６月30日をもって、マイクロバスの貸出を終了させ
ていただくこととなりました。長い間、ご利用いただきあ
りがとうございました。
　7月からはマイクロバスに代わる事業として、下記事業
を実施いたしますので、お知らせします。

 【開催日】 【内容】（予定）
 ５月30日（水） 
 ７月11日（水） 
 ９月12日（水） 
 11月14日（水） 
ご参加お待ちしております！

平成30年度

　いつ来てもいい、いつ帰ってもいい、誰でも参加できる
過ごし方を自由に選べる。それが『居場所』の特徴です。
　「はーとちゃん家」では、おしゃべりや折り紙、体操などそ
れぞれ好きなことをして楽しく過ごしています。
笑顔あふれる『居場所』へお気軽にお越しください♥
開催日時：毎週木曜日　10:00～14:00
 月 日
 ４ 5 12 19 26
 5 10 17 24 31
 6 7 14 21 28
会場：プラザおおるり内　和室　他
参加費：無料（昼食を希望される方は380円）
※昼食は10:30頃までに注文をお願いします。

マイクロバス貸出事業の終了のお知らせ

●保護司（６名）保護司として8年以上在籍し、功労顕著である方
 二瓶　義胤　　　杉本　和美　　　大石　光男　　　石澤　昇　　　瀧　釋夫　　　石橋　龍哉

●法人役員・事業所従事者（39名）
社会福祉施設の役員として8年以上、従事者として14年以上在籍し、功労顕著である方
《役員》
（社会福祉法人くりのみ会）　神戸己代治
《従事者》
（社会福祉法人こばと会） （社会福祉法人常葉福祉会）
 榊原　千佳 小林　千恵 服部　百枝 守谷　晴雄 坂下まり子 坂倉英理子
 岩倉　牧子 山口　恭子  杉橋　幸子 鈴木　晃浩 山原　智子
（社会福祉法人五和会）  石神　真代 中村八恵子 澤戸さかゑ
 鈴木　志麻   児玉　敦子 鈴木　鳴美 田村みや子
（社会福祉法人島田福祉の杜）  松下　清子 坂本冨二江
 萩原　　聡 佐久間直子 鈴木　桂子 （社会福祉法人六合福祉会）
 又平真理子 大塚知有紀 鈴木　華菜 高木　雅代 松藤　君代
 奥山　修平 鈴木　達也 中村多恵子 （社会福祉法人大井川厚生会）
 増田　光生 朝比奈陽子 大石　紀子 萩原由希予
 原川　安代 増田　和幸 村木佳代子

●里親（1世帯）里親登録後８年以上、里子の養育期間が４年以上で功労顕著である方
 斉藤　開・斉藤　晶子（静岡県中部地区里親会）

●社会福祉事業団体役員（１名）
社会福祉事業団体の役員として8 年以上在職し、功労顕著である方
 増田　年彦（島田断酒会）

●社会福祉事業協力者（６団体、1名、1世帯）
《社会福祉事業に対して、積極的なボランティア活動を行っている団体》
高齢者ふれあいサロン
 おしゃべり会（島） ふれあいいずみ（金谷泉町） 大川町すみれ会（大川町）
 中河ほのぼの会（中河） 笹間ボランティアグループひまわり（川根町笹間）
ボランティア団体
　傾聴ボランティア「ミミの会」
《市社協事業に対して、積極的な協力支援を行っている方》　加賀　敦
《地域福祉事業に特に功労顕著であった方》　萩原　勇・萩原　とも子

●感謝（４名）社会福祉事業に対し、積極的に協力援助された方
《福祉サービス利用援助事業協力者》
 太田　義子（金谷宮崎町）　河村　博子（道悦二丁目）　山村　　隆（船木）　鈴木　紀子（中溝四丁目）

福祉講演会　鎌田實氏
「がんばらないけどあきらめない」

市内授産所製品販売 福祉活動発表「生活支援サービス」 市内小・中学校の福祉教育展示

たくさんの方にご来場いただき、誠にありがとうございました！

季節に合わせた
レクリエーション

助成申請に係る説明会を開催します！
日時　平成30年４月25日(水)　10：00～11：30
場所　プラザおおるり３階　「第三多目的室」
内容　助成申請方法、内容についての説明

【問合せ】
島田市共同募金委員会　℡35－6244

詳細は社協ホームページまたはQRコードからご覧下さい。

被
表
彰
者
（
敬
省
略
・
順
不
同
）

／
／
／

／
／
／

／
／
／

6みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



島田市社会福祉大会島田市社会福祉大会平成 29年度
平成30年２月３日（土）、市民への福祉啓発を目的に平成29年度島田市社会福祉大会を開催し、社会福
祉協議会会長表彰、福祉活動発表や講演会を行い多くの皆様にご来場いただきました。
皆様の御功績に心より感謝いたします。

【日程／会場】
平成 30 年６月９日（土）焼津市文化センター
平成 30 年６月 10 日（日）静岡福祉大学

日本地域福祉学会第32回大会

居場所　♡はーとちゃん家♡（4～6月開所日）

　市民のみなさまにご協力いただいた共同募金が、県の共同募金会を通して、地域で活動されている団体や施設で活用
されますので、助成事業についてご案内いたします。
【助成事業】
①　地域福祉活動支援事業
②　福祉施設機器整備事業
③　地域ふれあい支え合い支援事業
④　こども食堂誕生会・授産製品応援事業（新規）
※対象者、対象事業の詳細については、静岡県共同募金

会のホームページをご覧いただくか、助成申請説明会
にご参加ください。

共同募金　助成先募集!!

家族介護者交流事業～介護者のつどい～
【対象者】市内在住で要支援・要介護の方を在宅で介護

されている方
【会　場】島田市民総合施設プラザおおるり内
【時　間】10:00～11:30　　参加費：無料
【持ち物】今年度初めて参加される方は、事業の対象者

であるかどうかの確認をするため、要介護者
の介護保険被保険者証をご持参ください。

 【開催日】 【内容】（予定）
 ４月24日（火） 顔合わせ・おしゃべり会
 ５月15日（火） 交流レクリエーション
 ６月19日（火） 交流レクリエーション
　毎月詳しいご案内を登録者にハガキにて送付します。
ご案内が必要な方は社会福祉協議会までご連絡ください。
７月以降の内容は６月の広報に掲載します。
ご参加お待ちしております！

地域福祉活動外出支援助成事業
【対　象】市内で活動する地域福祉活動を主目的とする団体
【対象経費】平成30年7月１日から平成31年３月31日

に実施する地域福祉活動
【対象経費】レンタカーや観光バスを借り上げた費用
【助成額】借り上げた費用の１／２以内

※千円未満切り捨て　上限２万円　　
【事業受付】平成30年５月～（予定）

福祉レクリエーション講座
【対象者】レクリエーションに興味のある方 
【会　場】島田市民総合施設プラザおおるり

１階　第１多目的室
【時　間】13:30～15:00　　
【定　員】30名
【講　師】島田市レクリエーション協会
【参加費】1,000円（全４回分）
　　　　※施設職員の方で社協会員の施設は１人500円
【持ち物】動きやすい服装、飲み物 

　社会福祉協議会では、地域福祉活動のためにマイクロ
バスの貸出をしておりましたが、バスの老朽化、事故の
増加等の理由から、地域の方の安全を第一に考え、平成
30年６月30日をもって、マイクロバスの貸出を終了させ
ていただくこととなりました。長い間、ご利用いただきあ
りがとうございました。
　7月からはマイクロバスに代わる事業として、下記事業
を実施いたしますので、お知らせします。

 【開催日】 【内容】（予定）
 ５月30日（水） 
 ７月11日（水） 
 ９月12日（水） 
 11月14日（水） 
ご参加お待ちしております！

平成30年度

　いつ来てもいい、いつ帰ってもいい、誰でも参加できる
過ごし方を自由に選べる。それが『居場所』の特徴です。
　「はーとちゃん家」では、おしゃべりや折り紙、体操などそ
れぞれ好きなことをして楽しく過ごしています。
笑顔あふれる『居場所』へお気軽にお越しください♥
開催日時：毎週木曜日　10:00～14:00
 月 日
 ４ 5 12 19 26
 5 10 17 24 31
 6 7 14 21 28
会場：プラザおおるり内　和室　他
参加費：無料（昼食を希望される方は380円）
※昼食は10:30頃までに注文をお願いします。

マイクロバス貸出事業の終了のお知らせ

●保護司（６名）保護司として8年以上在籍し、功労顕著である方
 二瓶　義胤　　　杉本　和美　　　大石　光男　　　石澤　昇　　　瀧　釋夫　　　石橋　龍哉

●法人役員・事業所従事者（39名）
社会福祉施設の役員として8年以上、従事者として14年以上在籍し、功労顕著である方
《役員》
（社会福祉法人くりのみ会）　神戸己代治
《従事者》
（社会福祉法人こばと会） （社会福祉法人常葉福祉会）
 榊原　千佳 小林　千恵 服部　百枝 守谷　晴雄 坂下まり子 坂倉英理子
 岩倉　牧子 山口　恭子  杉橋　幸子 鈴木　晃浩 山原　智子
（社会福祉法人五和会）  石神　真代 中村八恵子 澤戸さかゑ
 鈴木　志麻   児玉　敦子 鈴木　鳴美 田村みや子
（社会福祉法人島田福祉の杜）  松下　清子 坂本冨二江
 萩原　　聡 佐久間直子 鈴木　桂子 （社会福祉法人六合福祉会）
 又平真理子 大塚知有紀 鈴木　華菜 高木　雅代 松藤　君代
 奥山　修平 鈴木　達也 中村多恵子 （社会福祉法人大井川厚生会）
 増田　光生 朝比奈陽子 大石　紀子 萩原由希予
 原川　安代 増田　和幸 村木佳代子

●里親（1世帯）里親登録後８年以上、里子の養育期間が４年以上で功労顕著である方
 斉藤　開・斉藤　晶子（静岡県中部地区里親会）

●社会福祉事業団体役員（１名）
社会福祉事業団体の役員として8 年以上在職し、功労顕著である方
 増田　年彦（島田断酒会）

●社会福祉事業協力者（６団体、1名、1世帯）
《社会福祉事業に対して、積極的なボランティア活動を行っている団体》
高齢者ふれあいサロン
 おしゃべり会（島） ふれあいいずみ（金谷泉町） 大川町すみれ会（大川町）
 中河ほのぼの会（中河） 笹間ボランティアグループひまわり（川根町笹間）
ボランティア団体
　傾聴ボランティア「ミミの会」
《市社協事業に対して、積極的な協力支援を行っている方》　加賀　敦
《地域福祉事業に特に功労顕著であった方》　萩原　勇・萩原　とも子

●感謝（４名）社会福祉事業に対し、積極的に協力援助された方
《福祉サービス利用援助事業協力者》
 太田　義子（金谷宮崎町）　河村　博子（道悦二丁目）　山村　　隆（船木）　鈴木　紀子（中溝四丁目）

福祉講演会　鎌田實氏
「がんばらないけどあきらめない」

市内授産所製品販売 福祉活動発表「生活支援サービス」 市内小・中学校の福祉教育展示

たくさんの方にご来場いただき、誠にありがとうございました！

季節に合わせた
レクリエーション

助成申請に係る説明会を開催します！
日時　平成30年４月25日(水)　10：00～11：30
場所　プラザおおるり３階　「第三多目的室」
内容　助成申請方法、内容についての説明

【問合せ】
島田市共同募金委員会　℡35－6244

詳細は社協ホームページまたはQRコードからご覧下さい。

被
表
彰
者
（
敬
省
略
・
順
不
同
）

／
／
／

／
／
／

／
／
／

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



※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。

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番の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

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（１月４日～３月31日）

【寄附金】
 ・明るい社会づくり運動協議会 様
 ・川根さわやか有志会 様
 ・小長谷しげ 様
 ・正覚寺 様
 ・ユニー㈱アピタ島田店 様
 ・しまだ中央母親クラブ 様
 ・島田市文化協会 様・㈱まちづくり島田 様
 ・絵手紙ハナミズキ 様
・匿名　２件

【寄附物品】
 ・マックスバリュ島田阿知ヶ谷店 様
 ・明るい社会づくり運動協議会 様
 ・服部秀郁 様
 ・島田ライオンズクラブ 様
 ・ユニー㈱アピタ島田店 様
・匿名　３件

雛・武者人形供養
　ボランティアふれ愛では、偶数年度に標記供養を実施しています。

開催日：平成30年６月10日（日）
時　間：午前８時半から10時まで
場　所：大井川河川敷　旧国１鉄橋下
★注意事項
行政指定のゴミ袋に格納してご持参ください。

＜問合せ先＞ボランティアふれ愛　代表　大村泰史（46-0240）

フードドライブ
　NPO法人フードバンクふじのくにでは、食べるものがなくて
困っている方への支援を行うため、家庭で眠っている食品の寄附
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30年４月16日(月)から５月18日(金)まで
収集場所：島田市役所本庁1階、金谷南支所、川根支所、
　　　　　六合公民館、初倉公民館
★希望食品
保存食品（缶詰、瓶詰、レトルト、インスタント食品）、米、乾麺など
賞味期限が2か月以上あり、期限が明記されている未開封のもの

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

島田点訳奉仕会
ボランティア団体紹介

＜活動内容＞
　視覚障がい者の方々への点訳物による地域情報支援。
　広報しまだやみんなのふくしだより等の点訳・発送。
＜活動日時＞
　月曜日　午前10時から午後３時半
　第１・第３水曜日　午後７時半から９時
＜活動場所＞
　保健福祉センターはなみずき　ボランティア活動室

　簡単なパソコン操作が
できる方で、点訳・印刷・
発送を一緒にやってくだ
さる方を募集しています！

「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。

★こんな相談を受けています（平成28年度の実績から）
・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付したい　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。》

４月１日～５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

4 月 25 日（水）

５月 25 日（金）

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

平成30年４月

発行部数：34,600部

№105 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

島田市文化協会・㈱まちづくり島田 様

正覚寺 様

マックスバリュ 様

外へ一歩出てみると

そこにはさわやかな青空と

あたたかな空気を感じることができる

季節がやってきました。

出かける先には素敵な出会いや

楽しい出来事が待っているかも ・ ・ ・
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