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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

点訳ボランティア「金谷ブレイル」
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地域情報誌を点訳・配布。
「広報しまだ」、「みんなのふくしだより」、本、時刻表等の
点訳。

＜活動日時＞
　毎週水曜日　午後７時～午後９時
　毎週金曜日　午後１時～午後４時

＜活動場所＞
　金谷防災センター内

＜メッセージ＞
　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、空いた
時間に一緒にやりませ
んか。

　「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～６月 30 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前 8時半～午後 5時

○司法書士による
　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

４月 26日（金）
５月 27日（月）
６月 25日（火）

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。

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31年１月１日～3月31日）

【寄附金】
 ・明るい社会づくり運動島田地区協議会 様
 ・乾モーター㈱ 様
 ・島田樟誠高等学校生徒会 様
 ・正覚寺 様　・ユニー㈱アピタ島田店 様
 ・島田市文化協会 様・㈱まちづくり島田 様
 ・島田市民文化祭実行委員会 様
 ・絵手紙ハナミズキ 様
 ・有限会社大和住宅 様
 ・他匿名８件
【寄附物品】
 ・明るい社会づくり運動島田地区協議会 様
 ・ユニー㈱アピタ島田店 様
 ・木戸太一 様　・JA上野田女性部 様
 ・村澤衣江 様　・日本事務機 様
・他匿名２件
【共同募金歳末たすけあい募金】
 ・川根さわやか有志会 様
・小長谷しげ 様

介護の豆知識

ケアマネジャーってどんな人？

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会
はーとちゃん

平成31年３月15日～16日 島ママDreamマーケット
平成31年３月31日 しまだ次世代育成支援ネットワーク15周年記念事業

みんなが笑顔になる地域に♥

笑顔

いっぱい♡

島田樟誠高等学校生徒会 様

正覚寺 様

島田市文化協会 様
㈱まちづくり島田 様

有限会社大和住宅 様

ケアマネジャーはご本人が、その人らしく生活が
続けていけるように、一緒に考えていきます。

介護保険って何？

家に閉じ籠りがち
で心配…

少しは外に出て
欲しいけれど…。

サービスの種類や内容、
利用までの流れなどを
わかりやすく説明します。

ご本人の状態や様子に合わせて、
ご希望に添えるよう一緒に考えます。

利用するサービスに
応じて、月々のおよその
額を説明します。

ご本人・ご家族の不安と
なる部分をお聞きして、
今後の生活について
一緒に考えていきます。

サービスを使うと
ひと月どの位

かかるのかしら？

退院後、
自宅？施設？

どうしたらいいの？



生活支援コーディネーター業務を通じた
地域福祉推進

1

　島田市から島田市生活支援コーディネーター事業を
受託し、地域で不足するサービス開発や地域の福祉課
題を話し合う機会として協議体(生活支援をつなぐ会)
を小・中学校区ごとに開催しています。本年度も自治会
や民生委員、地域包括支援センターなどさまざまな人
や機関と連携しながら地域福祉をさらに推進します。

権利擁護センター業務の受託から
権利擁護体制の充実

2

福祉のまちづくりセンターの機能強化3 地域福祉活動計画の策定と
社会福祉協議会事業の見直し

4

　高齢者や障がいのある人の地域での生活を支援す
るため、島田市から受託事業として権利擁護センター
を設置し、判断能力が不十分な人に対する相談支援や
成年後見制度の利用促進を図るための広報啓発など
を行い、さまざまな機関と連携をして、権利擁護体制の
整備を進めます。

　平成28年11月の新事務所の開所時から、１階を「福
祉のまちづくりセンター」とし、地域住民からの相談を
「家族」や「地域」として一体的に対応する取組みを進め
てきました。
　高齢者や障がいのある人、生活に困りごとを抱えて
いる人、地域福祉活動に取り組む人など、地域住民から
の相談を受け止め、関係機関と一層の連携を図るとと
もに福祉のまちづくりセンターの機能の見直し、体制
の強化を図ります。

　現在の地域福祉活動計画は平成28年度から平成
32年度までの５年間を計画期間としています。平成31
年度は、次期計画に向けて、策定委員会の開催などの
作業を進めます。
　計画策定の過程では、市社協の実施している事業に
ついて、地域福祉の動向や地域での福祉課題などの
様々な観点から見直しを行い、これからの市社協のあ
り方について考えてまいります。

在宅介護事業の経営改善5 社会福祉協議会職員の
人材育成プログラムの作成

6

　高齢者や障がいのある人の在宅生活を支えるため、
各介護保険事業やサービスを展開しています。適切な
人員配置や業務の効率化などの改善を進め、適正で健
全、そして継続的に事業を運営できる体制を構築しま
す。

　職員が働く目標を持ち、意欲的に業務にあたること
ができるよう人材育成プログラム（キャリアパス）を整
備します。

⑴評議員会・理事会・監査の実施
⑵会員・会費制度の取組み　・・・　市社協事業への理解と協力を得るため会員・会費制度の推進　など
⑶自主財源の確保　・・・　駐車場貸出管理、自動販売機管理　など
⑷各種研修の実施　・・・　職員研修や人材育成プログラムの作成　など
⑸各種会議・委員会の開催　・・・　苦情解決第三者委員会、衛生委員会、交通安全委員会の開催　など
⑹社会福祉充実計画の実施
⑺地域福祉活動計画の策定と市社協事業の見直し
⑻関係団体との連携　・・・　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
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

● 法人運営関係

⑴広報・啓発活動及び交流活動の実施
福祉を身近に感じていただくため、広報誌の発行やホームページ・Facebookの公開、ふれあい広場などの広報啓
発活動を行います。

⑵小地域福祉活動の推進
地域福祉活動計画や小地域福祉活動の進捗報告や推進について検討する地域福祉活動推進委員会や、地区社協
等の情報交換や研修の機会として小地域福祉活動推進連絡会を開催します。

⑶福祉教育の推進
福祉にふれ、学ぶ機会をつくり、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
祉出前講座や福祉講演会等を開催します。

⑷ボランティア活動の推進
地域福祉活動を推進するため、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
確保として、ボランティア相談やボランティア入門講座、災害に対する支援体制づくりの整備を進めます。

⑸市内福祉活動団体への補助金・助成金の交付
市内で福祉活動をする各種団体への補助金・助成金を交付します。

● 地域福祉関係

⑴介護保険事業
高齢者の在宅生活及びその家族を支援するため、ケアマネジャーによる相談及びサービス計画の作成やホームヘ
ルパーによる身体介護、生活援助サービスの提供など各種事業を展開します。

⑵障害福祉サービス事業
障がいのある人の在宅生活及びその家族を支援するため、ホームヘルパーによる身体介護、家事援助のサービス
提供や障がいのある人が適切なサービス利用ができるようにサービス計画の作成など各種事業を展開します。

⑶独自事業
島田市社協として独自に介護保険対象外生活支援サービスとして、通院時の付き添いなどの高齢者の生活を支援
するサービス提供します。

● 在宅介護の支援

⑴島田市からの委託事業
地域包括支援センター（第二中、金谷中、川根中）や生活支援コーディネーター活動などの高齢者の生活を支える
ための支援や、生活困窮者自立相談支援事業や権利擁護センターなど個々の状況にあわせた相談支援や権利擁
護に関する支援体制を整備します。

⑵静岡県社協からの委託事業
高齢者や障がいのある人で、判断能力が不十分な方の福祉サービス利用援助を基本とした支援を進めます。

● 委託事業の実施

⑴相談支援・生活支援に関する事業
生活に課題を抱える人や家庭の相談に応じて、課題解決に向けた支援を行います。

⑵権利擁護に関する事業
島田市社協として、権利擁護体制を整備します。（平成31年４月から毎月権利擁護相談を実施）

● 生活支援及び権利擁護に関する推進

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
平成31年度 島田市社会福祉協議会事業計画 　島田市社会福祉協議会では、地域福祉事業をはじめ、在宅介護事業、そして島田市から地域包括支援センター

の受託事業など、幅広い福祉事業を展開しています。個々の事業を深化、改善するとともに、社協内の連携を強化し、
福祉の専門機関として総合力を発揮したいと考えます。そのために、平成 28 年 11 月に新事務所建設時に設置し
た「福祉のまちづくりセンター」の機能強化、長年にわたり取り組んできた地域福祉事業の見直しなどを行います。
　平成から新元号の｢令和｣に変わる節目の年に、市社協は今までの地域福祉への取組みの成果や課題を検証し、
これからも必要とされる社会福祉協議会であるための事業を進めていきます。重点目標

平成31年度予算（事業収入）

詳細は社会福祉協議会ホームページに掲載しています。

会費収入
事業収入
市補助金
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

10,050,000 円
6,246,000 円
71,000,000 円
127,378,000 円
13,043,000 円
232,245,000 円
16,312,000 円
2,607,000 円

478,881,000 円

社協の主な事業
・ふれあい広場
・島田市社会福祉大会

9月29日（日）
2月22日（土）
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地域福祉活動を推進するため、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
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⑴介護保険事業
高齢者の在宅生活及びその家族を支援するため、ケアマネジャーによる相談及びサービス計画の作成やホームヘ
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平成31年度 島田市社会福祉協議会事業計画 　島田市社会福祉協議会では、地域福祉事業をはじめ、在宅介護事業、そして島田市から地域包括支援センター

の受託事業など、幅広い福祉事業を展開しています。個々の事業を深化、改善するとともに、社協内の連携を強化し、
福祉の専門機関として総合力を発揮したいと考えます。そのために、平成 28 年 11 月に新事務所建設時に設置し
た「福祉のまちづくりセンター」の機能強化、長年にわたり取り組んできた地域福祉事業の見直しなどを行います。
　平成から新元号の｢令和｣に変わる節目の年に、市社協は今までの地域福祉への取組みの成果や課題を検証し、
これからも必要とされる社会福祉協議会であるための事業を進めていきます。重点目標

平成31年度予算（事業収入）

詳細は社会福祉協議会ホームページに掲載しています。

会費収入
事業収入
市補助金
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

10,050,000 円
6,246,000 円
71,000,000 円
127,378,000 円
13,043,000 円
232,245,000 円
16,312,000 円
2,607,000 円

478,881,000 円

社協の主な事業
・ふれあい広場
・島田市社会福祉大会

9月29日（日）
2月22日（土）

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



災害に関するセミナーの開催
　「災害」をテーマに地域の防災意識の向上、地域
のつながりの重要性を伝えるセミナーを開催してい
ます。

災害ボランティアコーディネーター養成講座
　被災者のニーズとボランティアのニーズを結びつ
ける「被災者とボランティアのパイプ役」となる災
害ボランティアコーディネーターの養成を行ってい
ます。島田市には現在、51名の災害ボランティア
コーディネーターがいます。

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
　災害時に備えて、様々な状況を想定し訓練を実施
しています。

災害ボランティア連絡会
　災害ボランティアコーディネーターの連絡会を開
催し、顔の見える関係づくり、災害時に備えたマ
ニュアルの検討等を進めています。

　７月豪雨災害は、平成史における最大の被害となり、被災地域が広範囲に亘っていることから、
長期的な活動となることが予測されたため、静岡県内の市町社協では、広島県呉市への支援として
職員を派遣しました。
　島田市社協からは８名の職員が交代で支援に入り、現地の災害ボランティアセンターのサテライ
ト拠点（天応サテライト拠点）の運営を支援をしました。

●島田青年会議所との協働した取り組み
　平成30年12月７日（金）に島田市社協は島田青年会議所と「災害ボラン
ティアセンター立ち上げ支援に関する協定」を締結しました。この協定は、
地震や風水害時に災害ボランティアの活動拠点となる「災害ボランティアセ
ンター」の設置や運営について島田市社協と島田青年会議所が協働で取り組
むものです。
　また、協定だけでなく、島田青年会議所と合同で災害ボランティアセン
ター立ち上げ訓練等の、災害時に備えた訓練も行っています。

　被災直後一番頼りになるのは地元の住民です。日ごろから地域の方々が「顔見知りの関係」
「信頼できる関係」を持ちながら、つながっていくことのできる地域をつくることが大切です。
　普段からできていないことを急にやろうとしてもできません。地域の人間関係が希薄化してい
ると言われている今、改めてご近所づきあいを見直してみませんか。
　島田市社協では、「生活支援コーディネーター活動業務」を島田市から委託を受けて市内小・
中学校区ごと地域の方との話し合いを重ねながら地域づくりを進めています。

　中部電力では、停電情報をプッシュ通知でお知らせするスマートフォンアプリ「中部でんきの窓口」のサービスを開
始しました。このアプリは、停電情報をプッシュ通知でスマートフォンに受取ることができます。なお、停電情報は複
数地域の配信設定も可能です。また、電気に関する相談をチャットで解決する便利な機能も有ります。この機会にぜひ
ご登録下さい。

＊Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ・Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙから「中部 でんきの窓口」アプリをダウンロードしてください。今後、さらに便利な機能をアップデート予定です。

島田市社協の取り組み 広島県呉市7月豪雨災害被災地支援について

日ごろの地域のつながりが大切！

災害に備える地域力！
～災害に強い地域になるために～

　昨年は、大阪北部地震、平成30年７月豪雨、北海道胆振東部地震、台風被害など、全国で多くの災害
が発生し、今もなお復旧・復興に向けた日々が続いています。
　また、平成31年３月11日で８年目をむかえた東日本大震災の被災地では、現在も復旧・復興に向けて
作業が続いています。
　静岡県でも南海トラフ地震が発生すると言われています。備えは大事！災害に関する島田市社協の取
り組みや日ごろからできることを紹介します。

島田市災害対策本部の設置

災害ボランティアセンター
設置

災害発生！！

災害ボランティアセンターで行っていること（主な活動）
被災状況の把握・行政等関係機関との連絡調整、情報共有
被災者のニーズ受付、困りごと相談、被災世帯調査
ボランティア募集・ボランティア活動の調整・活動に必要な資機材などの調整

「あれ！停電？」と思ったらスマホがあなたのお問い合わせ窓口に。
「中部でんきの窓口」スマートフォンアプリ新登場のお知らせ

問合先　中部電力株式会社 藤枝営業所　☎０１２０－９７７－２８３
受付時間　月～金曜／９：００～１７：００

無　料

アプリ

iOSはこちら▶
App Store　

Androidはこちら▶
Google Play　

　　　

災害ボランティアの心構え
○ボランティア保険の加入
　万が一に備えて活動前に

島田市社協で加入。
○原則は自己完結
　自分の面倒は自分で。安全

のためにも事前準備をしっ
かりと。

○安全な活動
　自分の体調と相談しながら、

無理しない活動を。

災害が起きたら島田市では…
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島田市社会福祉大会島田市社会福祉大会
　平成31年２月23日（土）、市民への福祉啓発を目的に平成30年度島田市社会福祉大会を開催しまし
た。式典（功労表彰等）後には、島田市障がい者福祉連絡会による福祉活
動発表、辻井いつ子氏による福祉講演会を行い、多くの市民の皆様にご来
場いただきました。
　皆様の日ごろの活動に感謝し、受賞された方々・団体をご紹介します。
（敬省略・順不同）

　成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等に
より判断することが苦手な人が安心して自分らしく生
活していくために、その人の権利や財産を法律的に支
援する制度です。
　当制度を必要とする人が増えている中、同じ住民の
立場で寄り添い、きめ細かい支援を行うことのできる
“市民後見人”が、新たな福祉の担い手として期待され
ています。
　市民後見人として活躍いただくための必要な知識や
姿勢を学ぶ場として、市民後見人養成講座を実施しま
す。講座実施にあたり、事前説明会を開催します。

市民後見人養成講座　事前説明会

居場所♡はーとちゃん家♡(4～6月開所日)

【対象】ふれあい広場へ出店、ステージ発表などを考えている
または関心のある団体・グループ

【日時】５月23日（木）午後７時～午後８時30分
【場所】プラザおおるり　３階　第３多目的室

参加を希望される団体は
地域支援課☎35-6244までご連絡ください。

※ふれあい広場へ参加（出店・発表など）する方、団体は３
回程度の連絡会があります。

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】プラザおおるり１階　第１多目的室
【時　間】午後1時30分～午後3時30分　　
【定　員】30名(申込：１団体、施設３名まで)
【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）

動きやすい服装、飲み物

居場所、サロン、施設で役立つレクリエーションを学ぼう‼
ご参加お待ちしております！

　今年のふれあい広場は2019年９月29日（日）に開催
します！
　ふれあい広場は、障がいがある人もない人も同じ日、
同じ時間を過ごし交流を深める場、様々な福祉活動に
ふれる場として開催しています。
　「こんなふれあい広場にしたい！」などみんなの思いが
つまったふれあい広場にできるよう、開催にあたり下記の
とおり説明会・意見交換会を開催します。
関心のある方、団体のみなさま、ぜひご参加ください♪

 【開催日】 【内容】（予定）
 ６月14日（金） 歌って楽しい音楽レクリエーション♪
 ８月23日（金） レクリエーションで脳を鍛えよう‼
 10月４日（金） やってみようゲーム型レクリエーション‼
 12月20日（金） 楽しく踊ろうダンスレクリエーション♪

ふれあい広場へ参加してみたいな
と思った方、まずは説明会へ♪

【日程】※①②のいずれかに御参加ください。
①2019年５月15日（水）午前10時～12時
　島田市保健福祉センターはなみずき３階 研修室（島田市中河町283－１）
②2019年５月18日（土）午前10時～12時
　焼津市総合福祉会館３階 大会議室（焼津市大覚寺三丁目２―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人
【申込み】
　５月８日(水)までに焼津市社会福祉協議会
（☎054－621－2941）へお申込みください。

１　民生委員児童委員（30名）
 民生委員児童委員として8年以上在籍し、功労顕著である方

杉村　行子 勝山　美智子 鈴木　敏之 松村　廣子 菊田　市郎 土屋　眞佐子
増田　隆男 橋本　嘉津子 髙柳　敏子 元川　寛治 佐々木　富江 渡辺　　勲
木下　正弘 鈴木　昌子 秋山　守男 萩田　美子 久保田　清 堀　　廣子
木田　幹雄 稲葉　　錠 大石　ふみよ 吉開　由香 山田　利雄 長野　恭子
諸田　真理子 駒形　智子 久保田　敦子 菊川　優子 杉本　美明 高橋　雅子

２　保護司（２名）保護司として8年以上在籍し、功労顕著である方
髙橋　秀浩 廣住　實

３　法人役員・事業所従事者（13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≫
（社会福祉法人五和会） 鈴木　勝己
≪従事者≫

（社会福祉法人五和会） 山口　由美子 乗金　美晴 成島　よし美　　　
（社会福祉法人島田福祉の杜） 鈴木　朱美子 森川　美和 平松　千春 伊藤　竜作
（社会福祉法人こばと会） 前田　弥生 森下　かおる　見﨑　みゆき 鈴掛　節子 石神　香織

４　身体障害者自立更生（１名）身体障害者として自立更生に努められている方
（島田市身体障害者福祉会） 八木　仁志

５　社会福祉事業協力者（２名）市社協事業に対して、積極的な協力支援を行っている方
久門　栄太郎　　山本　松代
福祉車両貸出事業、市社協マイクロバス貸出事業の運転ボランティアとして活動し、重度障害者等
の外出支援に尽力いただいた。

６　社会福祉地区（４団体）
 事業成績優良であって他の模範となる地区

御仮屋町社会福祉協議会
第三小学校区地区社会福祉協議会
道悦島地区社会福祉協議会
岸町社会福祉協議会

平成30年度

第40回！
ふれあい広場参加希望団体説明会・意見交換会

／
／
／

／
／
／

／
／
／

　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　午前10時～午後２時
 月 日
 ４ ４ 11 18 25
 5 ９ 16 23 30
 6 ６ 13 20 27
会場：プラザおおるり内　２階　第２多目的室　他
参加費：無料（昼食を希望される方は380円）

共同募金助成先募集!!平成31年度平成31年度

　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】
   

【申請方法】
①助成要綱･申請書の配布
　島田市社協の窓口でお渡しする他、静岡県共同募金会
のホームページからダウンロードができます。
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp
②申請受付期間･提出先
(1)-①②③は2019年４月1日(月)～2019年５月15日(水)
(2)-④は2019年４月１日(月)～2019年５月31日(金)
【提出先】静岡県共同募金会
【問合せ】島田市共同募金委員会　℡.35-6244
※地域ふれあい支え合い事業は今年度から廃止となりました。
※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、島田市共同募金委員会までお問合せください。

①地域福祉活動支援事業 市町社会福祉協議会、広域(複数市町域)
の福祉、更生保護活動団体等

②福祉施設機器整備事業 社会福祉施設、更生保護施設

③こども食堂誕生日会・授産
製品応援事業 障害者の就労を支援する団体

④使途選択募金 福祉活動、更生保護活動団体等

助成区分 対象団体等

表彰者の皆様

辻井いつ子氏と山城会長

福祉活動発表WAC
の皆さんの作品紹介

市内小中学校、高校の
福祉教育展示

市内授産所製品販売リカバリーここあ
の皆さんによる合唱

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31年２月23日（土）、市民への福祉啓発を目的に平成30年度島田市社会福祉大会を開催しまし
た。式典（功労表彰等）後には、島田市障がい者福祉連絡会による福祉活
動発表、辻井いつ子氏による福祉講演会を行い、多くの市民の皆様にご来
場いただきました。
　皆様の日ごろの活動に感謝し、受賞された方々・団体をご紹介します。
（敬省略・順不同）

　成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等に
より判断することが苦手な人が安心して自分らしく生
活していくために、その人の権利や財産を法律的に支
援する制度です。
　当制度を必要とする人が増えている中、同じ住民の
立場で寄り添い、きめ細かい支援を行うことのできる
“市民後見人”が、新たな福祉の担い手として期待され
ています。
　市民後見人として活躍いただくための必要な知識や
姿勢を学ぶ場として、市民後見人養成講座を実施しま
す。講座実施にあたり、事前説明会を開催します。

市民後見人養成講座　事前説明会

居場所♡はーとちゃん家♡(4～6月開所日)

【対象】ふれあい広場へ出店、ステージ発表などを考えている
または関心のある団体・グループ

【日時】５月23日（木）午後７時～午後８時30分
【場所】プラザおおるり　３階　第３多目的室

参加を希望される団体は
地域支援課☎35-6244までご連絡ください。

※ふれあい広場へ参加（出店・発表など）する方、団体は３
回程度の連絡会があります。

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】プラザおおるり１階　第１多目的室
【時　間】午後1時30分～午後3時30分　　
【定　員】30名(申込：１団体、施設３名まで)
【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）

動きやすい服装、飲み物

居場所、サロン、施設で役立つレクリエーションを学ぼう‼
ご参加お待ちしております！

　今年のふれあい広場は2019年９月29日（日）に開催
します！
　ふれあい広場は、障がいがある人もない人も同じ日、
同じ時間を過ごし交流を深める場、様々な福祉活動に
ふれる場として開催しています。
　「こんなふれあい広場にしたい！」などみんなの思いが
つまったふれあい広場にできるよう、開催にあたり下記の
とおり説明会・意見交換会を開催します。
関心のある方、団体のみなさま、ぜひご参加ください♪

 【開催日】 【内容】（予定）
 ６月14日（金） 歌って楽しい音楽レクリエーション♪
 ８月23日（金） レクリエーションで脳を鍛えよう‼
 10月４日（金） やってみようゲーム型レクリエーション‼
 12月20日（金） 楽しく踊ろうダンスレクリエーション♪

ふれあい広場へ参加してみたいな
と思った方、まずは説明会へ♪

【日程】※①②のいずれかに御参加ください。
①2019年５月15日（水）午前10時～12時
　島田市保健福祉センターはなみずき３階 研修室（島田市中河町283－１）
②2019年５月18日（土）午前10時～12時
　焼津市総合福祉会館３階 大会議室（焼津市大覚寺三丁目２―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人
【申込み】
　５月８日(水)までに焼津市社会福祉協議会
（☎054－621－2941）へお申込みください。

１　民生委員児童委員（30名）
 民生委員児童委員として8年以上在籍し、功労顕著である方

杉村　行子 勝山　美智子 鈴木　敏之 松村　廣子 菊田　市郎 土屋　眞佐子
増田　隆男 橋本　嘉津子 髙柳　敏子 元川　寛治 佐々木　富江 渡辺　　勲
木下　正弘 鈴木　昌子 秋山　守男 萩田　美子 久保田　清 堀　　廣子
木田　幹雄 稲葉　　錠 大石　ふみよ 吉開　由香 山田　利雄 長野　恭子
諸田　真理子 駒形　智子 久保田　敦子 菊川　優子 杉本　美明 高橋　雅子

２　保護司（２名）保護司として8年以上在籍し、功労顕著である方
髙橋　秀浩 廣住　實

３　法人役員・事業所従事者（13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≫
（社会福祉法人五和会） 鈴木　勝己
≪従事者≫

（社会福祉法人五和会） 山口　由美子 乗金　美晴 成島　よし美　　　
（社会福祉法人島田福祉の杜） 鈴木　朱美子 森川　美和 平松　千春 伊藤　竜作
（社会福祉法人こばと会） 前田　弥生 森下　かおる　見﨑　みゆき 鈴掛　節子 石神　香織

４　身体障害者自立更生（１名）身体障害者として自立更生に努められている方
（島田市身体障害者福祉会） 八木　仁志

５　社会福祉事業協力者（２名）市社協事業に対して、積極的な協力支援を行っている方
久門　栄太郎　　山本　松代
福祉車両貸出事業、市社協マイクロバス貸出事業の運転ボランティアとして活動し、重度障害者等
の外出支援に尽力いただいた。

６　社会福祉地区（４団体）
 事業成績優良であって他の模範となる地区

御仮屋町社会福祉協議会
第三小学校区地区社会福祉協議会
道悦島地区社会福祉協議会
岸町社会福祉協議会

平成30年度

第40回！
ふれあい広場参加希望団体説明会・意見交換会

／
／
／

／
／
／

／
／
／

　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　午前10時～午後２時
 月 日
 ４ ４ 11 18 25
 5 ９ 16 23 30
 6 ６ 13 20 27
会場：プラザおおるり内　２階　第２多目的室　他
参加費：無料（昼食を希望される方は380円）

共同募金助成先募集!!平成31年度平成31年度

　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】
   

【申請方法】
①助成要綱･申請書の配布
　島田市社協の窓口でお渡しする他、静岡県共同募金会
のホームページからダウンロードができます。
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp
②申請受付期間･提出先
(1)-①②③は2019年４月1日(月)～2019年５月15日(水)
(2)-④は2019年４月１日(月)～2019年５月31日(金)
【提出先】静岡県共同募金会
【問合せ】島田市共同募金委員会　℡.35-6244
※地域ふれあい支え合い事業は今年度から廃止となりました。
※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、島田市共同募金委員会までお問合せください。

①地域福祉活動支援事業 市町社会福祉協議会、広域(複数市町域)
の福祉、更生保護活動団体等

②福祉施設機器整備事業 社会福祉施設、更生保護施設

③こども食堂誕生日会・授産
製品応援事業 障害者の就労を支援する団体

④使途選択募金 福祉活動、更生保護活動団体等

助成区分 対象団体等

表彰者の皆様

辻井いつ子氏と山城会長

福祉活動発表WAC
の皆さんの作品紹介

市内小中学校、高校の
福祉教育展示

市内授産所製品販売リカバリーここあ
の皆さんによる合唱

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



おしらせひろば平成31年４月

発行部数：34,700部

№109 みんなで架けよう幸福の橋

み ふな しくの だよりん
各戸配布

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（旧市民会館跡地南側）
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

点訳ボランティア「金谷ブレイル」
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地域情報誌を点訳・配布。
「広報しまだ」、「みんなのふくしだより」、本、時刻表等の
点訳。

＜活動日時＞
　毎週水曜日　午後７時～午後９時
　毎週金曜日　午後１時～午後４時

＜活動場所＞
　金谷防災センター内

＜メッセージ＞
　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、空いた
時間に一緒にやりませ
んか。

　「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～６月 30 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前 8時半～午後 5時

○司法書士による
　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

４月 26日（金）
５月 27日（月）
６月 25日（火）

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。

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31年１月１日～3月31日）

【寄附金】
 ・明るい社会づくり運動島田地区協議会 様
 ・乾モーター㈱ 様
 ・島田樟誠高等学校生徒会 様
 ・正覚寺 様　・ユニー㈱アピタ島田店 様
 ・島田市文化協会 様・㈱まちづくり島田 様
 ・島田市民文化祭実行委員会 様
 ・絵手紙ハナミズキ 様
 ・有限会社大和住宅 様
 ・他匿名８件
【寄附物品】
 ・明るい社会づくり運動島田地区協議会 様
 ・ユニー㈱アピタ島田店 様
 ・木戸太一 様　・JA上野田女性部 様
 ・村澤衣江 様　・日本事務機 様
・他匿名２件
【共同募金歳末たすけあい募金】
 ・川根さわやか有志会 様
・小長谷しげ 様

介護の豆知識

ケアマネジャーってどんな人？

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会
はーとちゃん

平成31年３月15日～16日 島ママDreamマーケット
平成31年３月31日 しまだ次世代育成支援ネットワーク15周年記念事業

みんなが笑顔になる地域に♥

笑顔

いっぱい♡

島田樟誠高等学校生徒会 様

正覚寺 様

島田市文化協会 様
㈱まちづくり島田 様

有限会社大和住宅 様

ケアマネジャーはご本人が、その人らしく生活が
続けていけるように、一緒に考えていきます。

介護保険って何？

家に閉じ籠りがち
で心配…

少しは外に出て
欲しいけれど…。

サービスの種類や内容、
利用までの流れなどを
わかりやすく説明します。

ご本人の状態や様子に合わせて、
ご希望に添えるよう一緒に考えます。

利用するサービスに
応じて、月々のおよその
額を説明します。

ご本人・ご家族の不安と
なる部分をお聞きして、
今後の生活について
一緒に考えていきます。

サービスを使うと
ひと月どの位

かかるのかしら？

退院後、
自宅？施設？

どうしたらいいの？

8みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋


