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あなたのチカラを
地域で活かそう！

ご近所さん同士のちょこっとしたお手伝い

話し相手 ゴミ出し 電球
交換 草取り

　今、私たちを取り巻く環境には様々な変化が見られます。少子化や家族の構成人数が少なくなった今日の社会では、
かつてのように介護や子育てを家族だけで担うことが難しくなりました。より安心して暮らし続けられるまちになるた
めに地域に暮らす私たちが、身近な人と繋がり、支え合うための取り組みが始まっています。

利用者の声 活動者の声
ひとり暮らしで、誰か話し相手はいないか
なぁと思い、週１回、話し相手をお願いし
ています。いつも楽しく話ができて幸せな
気持ちになります。

「誰 に で もで きるちょっとした 活 動」、
これなら自分でもできるかもと活動を
始めました。

「ありがとう」って言われると嬉しいです。

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会
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島田市社協 検索

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

コーラス「陽光」
ボランティア団体紹介

＜活動内容＞
　主に高齢者施設を回ってコーラスのボランティアを行っていま
す。慰問がない時は、新曲の練習に励んでいます。
＜活動日時＞
　毎週木曜日　13：30～15：30（練習）
＜活動場所＞
　番生寺会館

　慰問は常時受け付け
ています。懐メロやわ
らべ歌など、どなたで
も楽しんで頂けると思
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て
います。

  ★こんな相談を受けています
・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。》

6 月 1 日～ 8 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

社協事務所

社協事務所

相談日

月～金曜日

6月 25日（月）
8月 27日（月）

7月 25日（水）

精霊盆棚供養
　ボランティアふれ愛では、毎年標記供養を実施しています。

開催日：平成30年8月16日（木）
時　間：午前6時半から10時まで
場　所：大井川河川敷　旧国1鉄橋下（金谷側）
★注意事項
・行政指定のゴミ袋に格納してご持参ください。
・塔婆は対象外です。

　島田市社協で実施している収集活動の実績を報告します。

多くの市民の皆さまにご協力いただき、ありがとうございました。

平成29年度収集活動実績報告

この広報や島田市社協についてご意見をお聞かせください。お名前・ご連絡先をお知らせいただいたものについては、個別にお答えをさせていただきます。
※点字版『みんなのふくしだより』もあります。下記までお問合せください。

収集物品

使用済み切手

実績
42.6ｋｇ

(29,120円分)

活用方法
ペットボトル収益と併せて、日本盲導犬
協会へ寄附させていただきました。

ベルマーク 142,462.9点
(142,462円分)

岩手県山田町大沢小学校と福島県二本松市
同朋幼稚園へ寄附させていただきました。

書き損じ葉書 1,379枚
(68,241円分)

地域福祉事業の通信運搬費として活用
させていただきます。

ペットボトル
キャップ

3,357ｋｇ
(1,443,510個)
(18,215円分)

途上国の子どものワクチン代、緑の募金、
盲導犬育成費として寄附させていただき
ました。

不要入れ歯
H29：16個
H28：22個
H27：22個

平成 27年度～ 29年度収集分を合わせ
て換金し、地域福祉事業費として活用
させていただきます。

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（平成30年４月１日～５月31日）

【寄附金】
 ・明るい社会づくり運動協議会　様
 ・乾モーター㈱　様
 ・島一中昭和38年卒同窓会　様
 ・戸塚ジュリ　様
 ・シンシア島田　様
 ・他匿名　1件

【寄附物品】
 ・明るい社会づくり運動協議会　様
 ・笹間渡有志　様
 ・他匿名　5件



PPKてんのう・にけんや
開催日時：毎週月曜日  9時～16時
開催場所：天王町公会堂

駄菓子屋コミュニティ「なかみぞさんち」
開催日時：毎週月曜日・水曜日  15時～16時30分
開催場所：中溝町公会堂

 島田市の人口は98,909人、高齢化率は30.2％（平成30年３月31日現在）になり、少子高齢化が進んでいます。団塊
の世代が、後期高齢者（75歳以上）となる2025年を迎えるころには、現在よりもさらに人口のバランスが変化し、働く
世代の減少や専門職の担い手不足などが懸念されています。さらに、一人暮らしの高齢者が増加し、地域の中に日常
生活の“ちょっとした困りごと”を抱える方が増えていくこ
とが予想されます。
　このような課題がある中で、島田市では、自分が住ん
でいる地域でいつまでも元気に暮らしていくために、住
民同士の支え合い活動や専門職による医療サービス、介
護サービスが地域の中で包括的に提供される仕組みづく
りが進められています。
　島田市内では、住民同士の支え合い活動の推進に積極
的に取組んでおり、市内各地域で住民同士の支え合い活
動が広まりつつあります。

　地域の皆さまが、歩いて通うことのできる公民館等の身近な場所に集いの場を
つくることや、気軽に参加できる活動のことをいいます。

ここに参加すると人に会えて嬉しい！来ない人がいると「どうし
たかな？」 と心配する。 参加して、体を動かすことで、買い物
に歩いて行くことが少し楽になったよ。

介護保険サービス以外にも地域の活動が増えてきたことで、
体を動かす機会や、外出する機会になり、介護予防につな
がっています。 生活にも張り合いが出てきているようです。

楽しい！始まった時からずっと参加しているよ。
イベントもたまにあって嬉しい。
違う学年の子と遊ぶことができるのもいいなぁ！

　地域に自分の居場所があることや一緒に活動できる仲間がいることは、生活においてさまざまなプラスの効果が
期待できるとされています。

例えば・・・
自治会やコミュニティの活動 老人クラブの活動
趣味や健康づくりの活動 高齢者ふれあいサロン
居場所づくり活動 など

～あなたの地域ではどんな活動が始まっていますか？～

地域における支え合い活動ってどんな活動?? ??

なぜ、地域における支え合い活動が必要なの?? ??

身近で行われている地域福祉活動の魅力をお伝えします！

　健康でいるための３大要素は「食事」「運動」「社
会参加」と言われています。地域で役割を担う人はう
つ病のリスクが７分の１に減るというデータもありま
す。地域の活動に参加することで健康維持や介護予
防につながります。

●いつまでも健康でいるために・・・

　趣味活動や居場所などへの参加をとおして、新しい仲間が増え、活動の中で新たな生きがいが見つけられるか
もしれません。人と会い、おしゃべりを楽しむことで笑う機会も増えるでしょう。よく笑う人は笑わない人よりも
健康感が高いといわれています。
※健康感とは、自分自身が健康であると感じていることをいいます。

●自分自身の生活が充実するために・・・

　地域の中で顔を合わせる人がいること、一緒に活
動をする人がいることは、地域の中の孤立を防ぎ、
日々の生活や災害時などのいざというときに安心感
を得ることができます。

　地域における支え合い活動を通して「誰もが安心して暮らせる地域づくり」を実現することは、自分自身の健
康や生きがいにつながるものです。活動の内容や実施方法に決まりはありません。地域にお住いの皆さまのア
イデアや工夫が大切です。自分の地域にどんな活動があるのか知りたい方、何か地域で活動を始めてみたい方
は、島田市社協へご相談ください。地域のみなさまの笑顔があふれる活動のサポートさせていただきます。

高齢者ふれあいサロン兼居場所。
午前中はしまトレやレクリエーション、午後は麻雀など好きなことをして自
由に過ごし、交流しています。
また、開催日には、参加者や地域の方が作った野菜やパンなどの販売も
行っています。 ※PPKとは、ピンピンコロリの頭文字をとったものです。

●地域のつながりづくりのために・・・

子ども達のために始めた活動だけど、高齢者も子どもと関
わることで楽しんでいるよ。この活動を通して、子ども達の見守り、
地域の防犯対策にもつながっているよ。

公会堂を駄菓子屋として開設した居場所。
放課後、子どもたちが駄菓子を買いながら、交
流を楽しみ、地域の高齢者やお母さんたちが協
力して支援しています。

時々入院、ほぼ在宅

医療
自ら取り組む介護予防

住みなれた地域で
できることをしながら

“おたがいさま”の関係づくり

介護

金谷応援隊

住民同士の支え合い住民同士の支え合い

特 

集
地域における支え合い活動とは・・・

住民相互が助け合い、誰もが安心して暮らせるまちづくりの一つとして、金谷地区で
平成29年６月から開始しました。

☆特徴☆
①日常生活のサポートを必要とする人に、住民が主体となっ

てお手伝いを実施する会員制の「住民参加型」のサポート
サービスです。

②助けられたり、助けたり「おたがいさま」の気持ちで支え合
う地域づくりを目指しています。

③無償のサービスでは、遠慮や気兼ねがあり、利用を会員制
（有償）とすることで活動の継続性と安定性が保てます。

〈参加者〉

〈実施者〉

〈参加者〉

〈包括支援センター職員〉

23 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 みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



子 ども 応 援 プ ロジェクト ーしま だ 夏 休 み 子 ども 食 糧 支 援 事 業 ー
“食” を通じた社会貢献  ～私 たち一人ひとりができること～

　厚生労働省は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的調査として「国民生活基礎調査」を実施しています。
平成 24 年度の調査結果では、「子どもの貧困率」は 16.3％となっており、子どもの約６人に１人が該当するとの報告がな
されました。
　また、OECD（経済協力開発機構）によれば、日本の子どもの貧困率は、加盟 34 か国中 10 番目に高い率であったとさ
れており、子どもの貧困に関する問題は、決して他の国の問題ではなく、私たちが暮らす日本でも大きな社会問題であると
言えます。

■子どもの現状
　子ども応援プロジェクトは、多くの人、団体の協力のもとで実施をしています。
　提供する食糧は、個人や企業の皆さまからの善意で成り立っています。この善意の活動がフードバンク・フードドライブ
です。
　フードバンクとは、まだ十分安全に食べられる状態であっても、包装の破損や印字ミス、過剰に仕入れた商品を在庫とし
て抱えてしまい販売が困難となっている等の理由によって廃棄されてしまう食品を企業などから寄贈してもらい、食の支援
を必要とする生活困窮世帯や施設、団体に提供する活動です。
　フードドライブとは、さまざまな団体や機関が拠点となって、家庭に眠っている食糧を集め、集まった食糧をフードバン
クに寄付する食糧寄付運動です。
　島田市において協力いただいている企業のうち、今回は株式会社 GV 様（島田市志戸呂）と島田信用金庫 本店営業部 様

（島田市本通）に取り組みにあたっての想いを伺いました。

　通年、下記の場所に食糧回収ボックスを設置しています。ご自宅に眠っ
ている食糧がありましたら、ぜひご寄付ください。
　また、「自分の企業も協力したい」「会社で周知したい」「事務所に回収
ボックスを設置したい」など協力いただける方はぜひご相談ください。

○回収ボックス設置場所
　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

★食品を寄附される際の留意事項★
　・賞味期限が２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
※アルコール食料（アルコールを含むもの）、栄

養剤、健康食品、生鮮食品等は回収できません。

■子ども応援プロジェクトへの協力

　島田市では、以前からフードバンク・フードドライブの取組みに積極的に関わってきた経過があります。フードバンクの
活用については、食の支援を必要とする方の相談を受けた際に、認定NPO法人フードバンクふじのくにから受領した食糧
による支援をしてきました。窓口で相談をして食糧の支援を受ける世帯の中では、子育て世帯の割合は少ない状況にありま
した。
　また、島田市社協では、島田市から「生活困窮者自立相談支援事業」を受託し、生活のしづらさを抱えている方々の相談
に応じてきましたが、この中でも子育て世帯の相談は少なく、相談窓口につながらない子育て世帯が地域の中で潜在的に存
在すると推測されることも課題でありました。
　不安や悩みを抱える子育て世帯の声を拾い、支援につなげていくための取り組みとして、NPO法人POPOLO（静岡市）
主催により、平成29年度に「しまだ夏休みこども食糧支援事業」を実
施しました。
　実施にあたっては、教育委員会、幼稚園、保育園、民生委員児童委
員などさまざまな機関と連携をし、島田市役所内においても課を越え
て協力体制を構築して取り組みをすすめてきました。

　食糧を受け渡す際、社協職員が同席をして子育て世帯の不安や悩みに対
する相談に応じました。相談内容は、生活のこと、仕事のこと、家計のこ
と、家族のことなどさまざまで、面談をした世帯のうち、継続的に相談支
援が必要であると判断できる世帯が24件あり、相談につながるべき世帯の
掘り起こしをすることができました。

■NPO 法人、島田市、島田市社協の取組み

                  　「学校が長期の夏休みに入ることにより、給食でまかなわれていた分の食事がとれない」
　私たちが、日々の生活において “当たり前” としていることでも、実はそうではないことが多々あります。
　流通が十分である現代社会において、想像しにくいかもしれませんが、上記のような問題を抱える子育て世
帯が島田市にもいるという現実があります。
　人によって “困り感” はさまざまで、「自分たちよりも大変な人はいる」と頑張りすぎてしまったり、なかな
か相談につながらないという現状もあります。

島田市にも給食以外の食事が満足にとれないという子どもたちがいます

「子ども応援プロジェクトーしまだ夏休み子ども食糧支援事業―」

○支援件数  71件（265人）
○総 重 量  1,154㎏

平成29年度実績

「子ども応援プロジェクトーしまだ夏休み子ども食糧支援事業―」は、今年度も実施します。

特 集

　フードバンクとは、まだ十分安全に食べられる状態であっても、包装の破損や印字ミス、過剰に仕入れた商品を在庫と
して抱えてしまい販売が困難となっている等の理由によって廃棄されてしまう食品を企業などから寄贈してもらい、食の
支援を必要とする生活困窮世帯や施設、団体に提供する活動です。
　この活動は、1960年代にアメリカで開始され、現在は、世界中のさまざまな国で展開されています。
　私たちが暮らす日本でも、年間に大量の食品廃棄物が排出されており、その中にはまだ十分食べられるにも関わらず
廃棄されている食品が多く含まれています。
　一方で、生活が逼迫し、明日の食事も十分にできない生活困窮世帯が私たちの身近な地域の中にも存在しています。
　フードバンク活動は、“食品ロス問題”と“生活困窮者支援”を結びつける活動として非常に有効な社会貢献活動と言えます。

「フードバンク」活動をご存じですか？
「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」

●フードバンクによる支援状況
　　　　　　　　　　　　（平成28年度）

●フードドライブ運動の実績

200 件（延べ 96 人）
3,376 ㎏

7,137 ㎏提供

活動イメージ
食品ロス問題

食品の寄贈 食糧受渡時の面談の様子

生活困窮問題

　静岡県においては、フードバンクを地域の仕組みとして定着させ、食を通じてお互いが助け合う相互扶助の社会づくり
を目的とし、「もったいない」から「ありがとう」へを合言葉に認定NPO法人フードバンクふじのくにが設立されました。
　島田市においても、この活動に賛同し、各所でフードドライブ運動が展開されています。
　フードドライブとは、さまざまな団体や機関が拠点となって、家庭に眠っている食糧を集め、集まった食糧をフード
バンクに寄付する食糧寄付運動です。
　“誰でも” “できることをできる範囲で ““気軽に” 協力することができる取組みとなっています。

だんの　 らしの　 あわせ 誰もが安心して地域で暮らしていくためにふ だんの　く らしの　し あわせ 誰もが安心して地域で暮らしていくために
食を通した社会貢献 ～フードバンクってなに？～

食品の提供

フードバンク・フードドライブを活用した取組み

●支援件数　　71件
●総人数　　　265人（うち、子ども148人）

ベビーフードや粉ミルクも
募っています！

　「学校が長期の夏休みに入ることにより、給食でまかなわれていた分の食事が摂れない子どもがいる…」
　「生活に困っていても、どこに相談をしたら良いのかわからない…」
　このような不安や悩みごと抱える子育て世帯の声を拾い、支援につなげていくための取り組みとして、NPO 法人
POPOLO（静岡市）主催、島田市・教育委員会・幼稚園・保育園・民生委員児童委員などさまざまな機関との連携のもと、
事業を実施しました。
　個人や企業のみなさまからご提供いただいた食糧が、支援を必要とする子育て
世帯へと提供され、たくさんの「ありがとう」の声をいただきました。
　この事業では、食糧をお渡しするとともに、社協職員が子育て世帯の生活や家計、
仕事のことなどの悩みについて相談をお受けしました。「助けて」と SOS を発せ
られない子育て世帯もいる中、みなさまの善意からなる食糧支援がきっかけとなっ
て必要な支援につながる世帯もあり、多様な協働による新たな支援のかたちを実
感する事業となりました。

●子ども応援プロジェクトで出会った子育て世帯　
Ａさん（30 歳代）は、小学生の子どもと二人暮らし。パート就労の給料で生活をしているが、支出が抑えられず生活困
窮状態。公共料金は月遅れで支払いをしている。

頼れる親族は身近におらず、困りごともどこに相談したら良いのかわからなかった。
⬇

市からの通知に子ども応援プロジェクトの案内が同封されていたため、事業の利用申込みを行った。
⬇

NPO 法人 POPOLO から食糧を受け取る際、社協職員に生活での困りごとを相談。今後も継続的に相談
をしていきたいと希望し、社協が実施している自立相談支援事業の利用を申し込む。

⬇
定期的に社協職員と面談をし、家計の見直しや転職の検討など今後の生活に向けて相談を継続している。

※個人が特定されないよう一部内容を修正しています。

静岡県内各所でフードドライブを実施しています！！

平成29年度「島田市社会福祉大会」の会場内でフードドライブ実施が決定！！

お知らせ

一人ひとりがほんの少し意識をすることで、大きな支援につながります。

島田市におけるフードバンク・フードドライブのしくみ

　平成30年１月31日まで、認定NPO法人フードバンクふじのくに主催、関係機関協力のもと、フードドライブ事業が展
開されています。
　島田市内においても、下記のとおり回収ボックスが設置されていますので、ご自宅に眠っている食糧がありましたら、
ご寄付ください。
●島田市の回収ボックス設置場所
　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

★食品を寄附される際の留意事項★
　・賞味期限が２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
　※アルコール（アルコールを含むもの）食料、栄養剤、健康食品、生鮮食品等は回収できません。

　平成 30 年２月３日（土）に島田市社会福祉大会を島田市民総合施設プラザおおるり
にて開催します。
　会場の展示ホールにおいて、フードドライブを実施しますので、みなさんぜひご協力
ください。
（島田市福祉大会に関しては、本紙２ページに掲載しています）
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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フードドライブ活動は、“誰でも” “できることをできる範囲で “気軽に” できる取組みとなっています。
一人ひとりがほんの少し意識をすることで、大きな力につながります。ぜひご協力ください。

島田市における
フードバンク・フードドライブのしくみ

市内各所でフードドライブを実施しています

株式会社 GV　代表取締役
上野孝治 様

島田信用金庫　人事部課長
原木康弘 様

　以前から、「地域に貢献したい」「人の役に立ちたい」という想いがあり、人とのつな
がりの中でフードドライブの活動を知って食糧を提供したことが始まりです。
　この島田市にも十分に食事がとれない子どもがいるという話を聞いても、正直なかな
か実感がわかないのも事実です。
　しかし、食に携わる企業ですので、提供できる食糧があります。その食糧で少しでも
喜んでもらえる人がいるならば、私たちもとても嬉しく思います。
　私たちができることを、これからも継続していきたいと思っています。
　この活動が、地域で暮らすみんなの幸せにつながることを願っています。

　私たちは、地域一体宣言をスローガンに、公園や河川、海岸などの清掃活動や地元の
祭り、産業祭など各地区のイベントへの参加やお手伝いを通じて、地域の皆さまのお役
に立ちたいと地域貢献活動に取り組んでいます。
　近年は、ふるさと応援隊として、より身近な貢献活動を団体や個人で行っていますが、
その中で、島田市から案内されたフードドライブ活動を金庫内で発信したところ、多く
の職員が協力をしてくれました。
　この活動が人の役に立つということを理解している職員や食糧提供が習慣化している
職員が増えてきています。
　今後も金庫全店にフードドライブ活動を発信し、周知をしていきたいと思っています。

45 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 みんなで架
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社会福祉協議会会費にご協力をお願いします
　島田市社会福祉協議会は、住民同士が支え合える地域づくりのために、人と人をつなぐパイプ役となり、地
域の課題解決のために様々な事業を行なっています。社協会費は、地域福祉を支える貴重な財源となりま
すので、ご協力をお願いします。

平成30年度 社協会費の使い道

　広報紙の発行、ふれあい広場や社会福祉大会の
開催等を通して、地域福祉について周知を図ります。

福祉を知る機会の充実のために
　子どもや地域、企業における福祉教育を実施し、
福祉活動への理解や参加促進について取組みます。

福祉を学ぶ機会の充実のために

　居場所づくりの支援や備品貸出の他、地域福祉
を実践する団体に、補助金の交付や相談支援を行
います。

地域でのふれあい交流の機会をつくるために

　生活における困りごと受け止め、解決につながるよ
う様々な関係機関とともに支援を実施します。

生活に不安を抱える人のために

　判断能力が不十分な方が在宅で安心して生活がで
きるよう、権利擁護体制づくりを進めます。

判断能力に不安がある方のために

　ボランティアに関する相談に応じ、ボランティア活
動のきっかけづくりや担い手の育成等を行います。

ボランティア活動を推進するために

　災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練や
災害ボランティアコーディネーターの養成をし、災
害時に支援体制づくりを行います。

大規模災害に備えるために

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 受付窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会福祉大会の様子

地域の居場所の様子

高齢者疑似体験の様子

災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練の様子

島田地区

【本所】
島田市大津通２番の1

【金谷支所】
島田市竹下470-２

(金谷北地域交流センター内)

【川根支所】
島田市川根町身成3100
(川根デイサービスセンター内）
【ふれあい健康プラザ】
島田市川根町家山1313-15

川根地区金谷地区

平成29年度は、市民をはじめ市
内の団体、施設、企業の皆様から
10,219,620円のご協力をいた
だき、社協事業を実施すること
ができました。
ありがとうございました。

第1回　「福祉定期セミナー」

第２回　「福祉定期セミナー」
【開催日】８月30日（木）
【時　間】午後７時から８時半まで
【会　場】プラザおおるり３階　第３多目的室
【内　容】不登校やひきこもりについて（予定）
【対象者】どなたでも気軽に参加いただけます。
【参加費】無料

【開催日】７月６日（金）
【時　間】午後７時から９時まで
【会　場】プラザおおるり３階　「大会議室」
【内　容】災害・防災に関わる講演会
【対象者】どなたでも気軽に参加いただけます。
【参加費】無料

福祉のつどい
【対象者】市民全般
【時　間】午後1時半から3時まで
【場　所】プラザおおるり
【参加費】無料

【対　象】小学４年生～高校生
【参加費】無料（第２回のみ材料費で100円）

　障がいのある人もない人もレクリエーションや調理実
習を通して楽しく交流しましょう！

【対　象】市民全般
【参加費】無料

　市内で行われているボランティア活動を知り、地域で
活動を始めてみませんか？

夏休み「ふくし」体験学習

地域福祉活動団体が外出事業を実施した際に、車両を借り
上げた費用の一部を助成します。

＜対象団体＞
・市内に活動拠点をおき、市内で地域福祉活動を行う団体
・自治会（地域福祉活動を実施する場合のみ）
＜対象事業＞
　平成30年７月１日から平成31年３月31日までに実施する
次のいずれかに該当する事業
・地域福祉の推進を目的とする研修
・高齢者や障がい児者等の要支援者外出支援となる活動
・高齢者や障がい児者等との交流事業

＜対象経費＞
　対象事業を実施する場合に11人乗り以上の車両（中型自
動車以上）を借り上げた費用や観光バスを利用した費用
＜助成金額＞
車両を借り上げた費用の１／２以内（千円未満切捨て）
上限２万円
＜助成金交付までの流れ＞
①申請書提出　⇒　②交付決定　⇒　③事業実施　⇒　
④実施報告、請求書提出　⇒　助成金交付

※この事業での「地域福祉活動」とは・・・
　地域の福祉課題を住民の皆さんが主体となり、課題

解決のために行う活動とします。

地域福祉活動外出支援費助成事業のご案内

家族介護者交流事業

ボランティア入門講座

日 時 場 所 内容（予定）

日 程 内容（予定）

7月30日（月）
午前10時から12時まで

８月25日（土） 学生企画による講演会・交流会

日 程
＜介護者のつどい＞

内容（予定）
６月19日（火）
８月21日（火）
９月４日（火）

美味しい！そば打ち体験と実食！
身体を動かすレクリエーション
外出企画（工場見学）

日 程
＜介護者のつどい＞

内容（予定）
７月17日（火）
７月24日（火）

オムツに関する講話
食事に関する講話・調理実習

プ
ラ
ザ
お
お
る
り
内

8月2日（木）
午後1時から3時まで

調理実習を
通しての交流

8月6日（月）
午前10時から12時まで

8月10日（金）
午前10時から12時まで

第１回

第２回

第３回

第４回

福祉学習の導入

交流会

まとめ

実施日 時間 会場 内容
7月19日(木)
7月26日(木)
8月1日 (水)
8月8日 (水)

プラザおおるり視聴覚

プラザおおるり
第三多目的室

ボランティアとは(講義)

振り返り・交流会

ボランティア団体の
紹介・活動体験

午
前
10
時
〜
12
時

第１回
第２回
第３回
第４回

対象団体及び事業についての詳細については、地域支援課（35－6244）までお問い合わせください。

【対象者】市内在住で65歳以上の要支援・要介護認定を
受けられている方を在宅で介護されている方

【会　場】プラザおおるり内
【時　間】午前10時から11時半まで

※今年度初めて参加される方は、事業の対象者であるか確認をさせ
ていただくため、要支援・要介護認定を受けられている方（要介
護者）の介護保険被保険者証のコピーをご持参ください。
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　市内で行われているボランティア活動を知り、地域で
活動を始めてみませんか？

夏休み「ふくし」体験学習

地域福祉活動団体が外出事業を実施した際に、車両を借り
上げた費用の一部を助成します。

＜対象団体＞
・市内に活動拠点をおき、市内で地域福祉活動を行う団体
・自治会（地域福祉活動を実施する場合のみ）
＜対象事業＞
　平成30年７月１日から平成31年３月31日までに実施する
次のいずれかに該当する事業
・地域福祉の推進を目的とする研修
・高齢者や障がい児者等の要支援者外出支援となる活動
・高齢者や障がい児者等との交流事業

＜対象経費＞
　対象事業を実施する場合に11人乗り以上の車両（中型自
動車以上）を借り上げた費用や観光バスを利用した費用
＜助成金額＞
車両を借り上げた費用の１／２以内（千円未満切捨て）
上限２万円
＜助成金交付までの流れ＞
①申請書提出　⇒　②交付決定　⇒　③事業実施　⇒　
④実施報告、請求書提出　⇒　助成金交付

※この事業での「地域福祉活動」とは・・・
　地域の福祉課題を住民の皆さんが主体となり、課題

解決のために行う活動とします。

地域福祉活動外出支援費助成事業のご案内

家族介護者交流事業

ボランティア入門講座

日 時 場 所 内容（予定）

日 程 内容（予定）

7月30日（月）
午前10時から12時まで

８月25日（土） 学生企画による講演会・交流会

日 程
＜介護者のつどい＞

内容（予定）
６月19日（火）
８月21日（火）
９月４日（火）

美味しい！そば打ち体験と実食！
身体を動かすレクリエーション
外出企画（工場見学）

日 程
＜介護者のつどい＞

内容（予定）
７月17日（火）
７月24日（火）

オムツに関する講話
食事に関する講話・調理実習

プ
ラ
ザ
お
お
る
り
内

8月2日（木）
午後1時から3時まで

調理実習を
通しての交流

8月6日（月）
午前10時から12時まで

8月10日（金）
午前10時から12時まで

第１回

第２回

第３回

第４回

福祉学習の導入

交流会

まとめ

実施日 時間 会場 内容
7月19日(木)
7月26日(木)
8月1日 (水)
8月8日 (水)

プラザおおるり視聴覚

プラザおおるり
第三多目的室

ボランティアとは(講義)

振り返り・交流会

ボランティア団体の
紹介・活動体験

午
前
10
時
〜
12
時

第１回
第２回
第３回
第４回

対象団体及び事業についての詳細については、地域支援課（35－6244）までお問い合わせください。

【対象者】市内在住で65歳以上の要支援・要介護認定を
受けられている方を在宅で介護されている方

【会　場】プラザおおるり内
【時　間】午前10時から11時半まで

※今年度初めて参加される方は、事業の対象者であるか確認をさせ
ていただくため、要支援・要介護認定を受けられている方（要介
護者）の介護保険被保険者証のコピーをご持参ください。

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



おしらせひろば

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

平成30年６月

発行部数：34,600部

№106 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

金 谷 応 援 隊
あなたのチカラを
地域で活かそう！

ご近所さん同士のちょこっとしたお手伝い

話し相手 ゴミ出し 電球
交換 草取り

　今、私たちを取り巻く環境には様々な変化が見られます。少子化や家族の構成人数が少なくなった今日の社会では、
かつてのように介護や子育てを家族だけで担うことが難しくなりました。より安心して暮らし続けられるまちになるた
めに地域に暮らす私たちが、身近な人と繋がり、支え合うための取り組みが始まっています。

利用者の声 活動者の声
ひとり暮らしで、誰か話し相手はいないか
なぁと思い、週１回、話し相手をお願いし
ています。いつも楽しく話ができて幸せな
気持ちになります。

「誰 に で もで きるちょっとした 活 動」、
これなら自分でもできるかもと活動を
始めました。

「ありがとう」って言われると嬉しいです。

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

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

コーラス「陽光」
ボランティア団体紹介

＜活動内容＞
　主に高齢者施設を回ってコーラスのボランティアを行っていま
す。慰問がない時は、新曲の練習に励んでいます。
＜活動日時＞
　毎週木曜日　13：30～15：30（練習）
＜活動場所＞
　番生寺会館

　慰問は常時受け付け
ています。懐メロやわ
らべ歌など、どなたで
も楽しんで頂けると思
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て
います。

  ★こんな相談を受けています
・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。》

6 月 1 日～ 8 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

社協事務所

社協事務所

相談日

月～金曜日

6月 25日（月）
8月 27日（月）

7月 25日（水）

精霊盆棚供養
　ボランティアふれ愛では、毎年標記供養を実施しています。

開催日：平成30年8月16日（木）
時　間：午前6時半から10時まで
場　所：大井川河川敷　旧国1鉄橋下（金谷側）
★注意事項
・行政指定のゴミ袋に格納してご持参ください。
・塔婆は対象外です。

　島田市社協で実施している収集活動の実績を報告します。

多くの市民の皆さまにご協力いただき、ありがとうございました。

平成29年度収集活動実績報告

この広報や島田市社協についてご意見をお聞かせください。お名前・ご連絡先をお知らせいただいたものについては、個別にお答えをさせていただきます。
※点字版『みんなのふくしだより』もあります。下記までお問合せください。

収集物品

使用済み切手

実績
42.6ｋｇ

(29,120円分)

活用方法
ペットボトル収益と併せて、日本盲導犬
協会へ寄附させていただきました。

ベルマーク 142,462.9点
(142,462円分)

岩手県山田町大沢小学校と福島県二本松市
同朋幼稚園へ寄附させていただきました。

書き損じ葉書 1,379枚
(68,241円分)

地域福祉事業の通信運搬費として活用
させていただきます。

ペットボトル
キャップ

3,357ｋｇ
(1,443,510個)
(18,215円分)

途上国の子どものワクチン代、緑の募金、
盲導犬育成費として寄附させていただき
ました。

不要入れ歯
H29：16個
H28：22個
H27：22個

平成 27年度～ 29年度収集分を合わせ
て換金し、地域福祉事業費として活用
させていただきます。

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（平成30年４月１日～５月31日）

【寄附金】
 ・明るい社会づくり運動協議会　様
 ・乾モーター㈱　様
 ・島一中昭和38年卒同窓会　様
 ・戸塚ジュリ　様
 ・シンシア島田　様
 ・他匿名　1件

【寄附物品】
 ・明るい社会づくり運動協議会　様
 ・笹間渡有志　様
 ・他匿名　5件

8みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋




