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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

平成30年度収集活動報告
ご協力ありがとうございました！

　「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

　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。

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。》

みなさまにご協力いただいた収集活動の実績を報告します。

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

○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

相談日

月～金曜日

６月 25日（火）
７月 25日（木）
８月 26日（月）

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4月１日～令和元年5月31日）

【寄附金】
・明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
・宮﨑利彦　様
・他匿名５件
【寄附物品】
・山崎孝子　様
・明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
・村澤衣江　様
・鈴木真由美　様
・笹間渡有志　様
・他匿名４件

開催日　令和元年8月16日（金）
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
★注意事項　行政指定のゴミ袋に格納してご持参ください。
　　　　　　金物、ガラス類は不可。
＜問合せ先＞ボランティアふれ愛　☎46-0240

①本人に“立つ”ことを意識づける

③本人と介助者ともに利き足を少
　し前に出す

×手首や腕をつかん
　で強くひっぱる！

※あざがついたり、内出血したりする場合があります。

×肩や体をつか
　んで立ち上が
　らせる

介護の豆知識　ワンポイント介護

イスから安全に立ち上げる方法を
ご紹介します。

～イスから立たせ、歩行介助する場合～

精霊盆棚供養

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会
はーとちゃん

♥ふだんの くらしの しあわせ♥
市内学校で、「福祉」に関する学習の取り組みが始まりました。
自分の住むまちにはどんな人がいるんだろう…
どんな生活をしているのかな…。自分だったらどんなことができるかな…。
一人ひとりが「     だんの      らしの      あわせ」について考えています。

考えて。

意見を出し合って。

発表!

②介助者の手のひらを本人のひじ
　の下に受けるようにして添える。

④声をかけ立ってもらい、そのま
　ま歩行する。

注意点

切手（重さ）

書き損じはがき（枚数）

入れ歯（個数）

ベルマーク（有効点数）

ペットボトルキャップ（個数）

32.02kg

1,146枚

60個（H27~H30）

124,492.05点

1,944,890個

今年度も収集活動を実施しておりますので、ご協力よろしく
お願いいたします。

ふ く し

川根小学校4年生のみなさん



特 

集

困った時に「困った」と言い合える地域に。５年後10年後も住み慣れた地域で生活できるように…困った時に「困った」と言い合える地域に。５年後10年後も住み慣れた地域で生活できるように…

「支え合い♡お互いさま」の地域づくり

例えば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーターの具体的な活動内容

支え合い・お互いさまの地域づくりに必要な２つの「助」
平成31年4月末時点

あたたかい地域、島田市に…社会参加と介護予防

「98,530」「30.7」何の数字でしょうか。
島田市の人口は「98,530人」、高齢化率は「30.7％」です（平成31年４月末時点）。全国的に少
子高齢化が進んでおり、2025年には団塊の世代の方々が75歳をむかえます。今後ますます高
齢者が増えていくことが予想され、高齢者の一人暮らしや夫婦のみの世帯も増えていきます。
その中で、日常生活の中のちょっとした困りごとを抱える人も増えていくことが予想されます。
　そのため住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、「支え合い」の地域づくり、「お互い
さま」の地域づくりが必要となっており、島田市の各地域で支え合い・お互いさまの地域づくり
活動が積極的に取り組まれています。

　支え合い・お互いさまの地域づくりが必要とされる中、島田市社協では市内小・中学校区
ごとに生活支援コーディネーターを配置し、地域の皆さんと協力しながら地域づくりを進め
ています。（島田市から委託）

　誰かの役に立つことは、充実感や生きがいにつながります。今、誰かが困っているこ
とは、「将来の自分の困りごと」かもしれません。
　あなたにできることがきっとあります！生活支援コーディネーターや地域活動を
している皆さんと一緒に、あたたかい地域づくりをしませんか。

「いつでも」「誰でも」「自由に」
参加できる地域の集いの場

自助
自分で自分を健康・元気にする

互助
年齢に関係なく、出来ることを
活かして地域の人と支え合う

居場所

市内 60カ所！

「しまだ市っ歌りげんき体操」
と「しぞ～かでん伝体操」を合
わせた島田を元気にする体操

しまトレ

市内 72カ所！

ちょっとした困りごとを抱え
る人を地域の人が支える有
償ボランティア活動

生活支援サービス

市内２カ所！

相乗効果がいっぱい

自分自身を元気にすることは、周りにも良い影響を及ぼします。

自分自身が元気になる＝心と体の健康につながる・・・♡

地域活動に参加　➡　顔見知りの人が増える　➡　一緒に笑い合う仲間が出来る　➡
気軽に話ができる　➡　ちょっとした助け合いができる・困った時の助け合いにもつながる　➡

地域活動の把握・活性化
サロン、居場所、しまトレなど
の情報把握や、相談・立ち上
げ支援を行います。

地域の困りごとの把握
地域の困りごとや「あったらい
いな」を把握し、地域活動につ
なげられるよう支援します。

活動者の発掘と養成
地域活動に一緒に取り
組む仲間づくりを行い
ます。

地域のネットワークづくり
小・中学校区ごとに地域について話し
合う場「生活支援をつなぐ会」を開催し、
情報共有・活動の検討を行います。

支え合いの仕組みづくり
生活支援サービスなど支え合
いの仕組みづくりの相談・立
ち上げ支援を行います。

厚生労働科学研究成果データベース/JAGES調査引用

地域組織への参加率が高
いと認知症リスクが低い！
→自治会町内会活動、ボ
ランティア活動など

趣味の会への参加率が
高いと鬱傾向が低い！
→心配事や愚痴を聞い
てくれる人がいる

笑う人より笑わない人
の方が健康観が1.5倍以
上低い！
→笑うことは精神的な健
康を向上させる

笑わない人は良く笑う人
に比べて脳卒中リスクが
1.6倍！
→笑いは動脈硬化やストレ
スに対して好影響を与える

サロン活動に参加すると
要介護認定率が低くなる！
→非参加者と比べると
6.3％認定率が抑制

地域で役割のある高齢
者は長生きしやすい！
→死亡リスクは
　12％低くなる

ひとりで食事をするとう
つ病になりやすい！
→独居男性は2.7倍、女
性は1.4倍発症しやすく
なる

社会参加は
介護予防に
つながる！

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるた めに生活支援コーディネーターがサポートします！

「お互いさま」の地域につながる

2みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋
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困った時に「困った」と言い合える地域に。５年後10年後も住み慣れた地域で生活できるように…困った時に「困った」と言い合える地域に。５年後10年後も住み慣れた地域で生活できるように…

「支え合い♡お互いさま」の地域づくり

例えば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーターの具体的な活動内容

支え合い・お互いさまの地域づくりに必要な２つの「助」
平成31年4月末時点

あたたかい地域、島田市に…社会参加と介護予防

「98,530」「30.7」何の数字でしょうか。
島田市の人口は「98,530人」、高齢化率は「30.7％」です（平成31年４月末時点）。全国的に少
子高齢化が進んでおり、2025年には団塊の世代の方々が75歳をむかえます。今後ますます高
齢者が増えていくことが予想され、高齢者の一人暮らしや夫婦のみの世帯も増えていきます。
その中で、日常生活の中のちょっとした困りごとを抱える人も増えていくことが予想されます。
　そのため住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、「支え合い」の地域づくり、「お互い
さま」の地域づくりが必要となっており、島田市の各地域で支え合い・お互いさまの地域づくり
活動が積極的に取り組まれています。

　支え合い・お互いさまの地域づくりが必要とされる中、島田市社協では市内小・中学校区
ごとに生活支援コーディネーターを配置し、地域の皆さんと協力しながら地域づくりを進め
ています。（島田市から委託）

　誰かの役に立つことは、充実感や生きがいにつながります。今、誰かが困っているこ
とは、「将来の自分の困りごと」かもしれません。
　あなたにできることがきっとあります！生活支援コーディネーターや地域活動を
している皆さんと一緒に、あたたかい地域づくりをしませんか。

「いつでも」「誰でも」「自由に」
参加できる地域の集いの場

自助
自分で自分を健康・元気にする

互助
年齢に関係なく、出来ることを
活かして地域の人と支え合う

居場所

市内 60カ所！

「しまだ市っ歌りげんき体操」
と「しぞ～かでん伝体操」を合
わせた島田を元気にする体操

しまトレ

市内 72カ所！

ちょっとした困りごとを抱え
る人を地域の人が支える有
償ボランティア活動

生活支援サービス

市内２カ所！

相乗効果がいっぱい

自分自身を元気にすることは、周りにも良い影響を及ぼします。

自分自身が元気になる＝心と体の健康につながる・・・♡

地域活動に参加　➡　顔見知りの人が増える　➡　一緒に笑い合う仲間が出来る　➡
気軽に話ができる　➡　ちょっとした助け合いができる・困った時の助け合いにもつながる　➡

地域活動の把握・活性化
サロン、居場所、しまトレなど
の情報把握や、相談・立ち上
げ支援を行います。

地域の困りごとの把握
地域の困りごとや「あったらい
いな」を把握し、地域活動につ
なげられるよう支援します。

活動者の発掘と養成
地域活動に一緒に取り
組む仲間づくりを行い
ます。

地域のネットワークづくり
小・中学校区ごとに地域について話し
合う場「生活支援をつなぐ会」を開催し、
情報共有・活動の検討を行います。

支え合いの仕組みづくり
生活支援サービスなど支え合
いの仕組みづくりの相談・立
ち上げ支援を行います。

厚生労働科学研究成果データベース/JAGES調査引用

地域組織への参加率が高
いと認知症リスクが低い！
→自治会町内会活動、ボ
ランティア活動など

趣味の会への参加率が
高いと鬱傾向が低い！
→心配事や愚痴を聞い
てくれる人がいる

笑う人より笑わない人
の方が健康観が1.5倍以
上低い！
→笑うことは精神的な健
康を向上させる

笑わない人は良く笑う人
に比べて脳卒中リスクが
1.6倍！
→笑いは動脈硬化やストレ
スに対して好影響を与える

サロン活動に参加すると
要介護認定率が低くなる！
→非参加者と比べると
6.3％認定率が抑制

地域で役割のある高齢
者は長生きしやすい！
→死亡リスクは
　12％低くなる

ひとりで食事をするとう
つ病になりやすい！
→独居男性は2.7倍、女
性は1.4倍発症しやすく
なる

社会参加は
介護予防に
つながる！

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるた めに生活支援コーディネーターがサポートします！

「お互いさま」の地域につながる

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

他にも、特技を活かした

ボランティア活動を

している団体もあります♪

島田市内の
ボランティア
活動団体大集合 !
市内には、ボランティア活動をし
ている団体がたくさんあります。
今回は一部の団体を紹介します！

　ボランティアとは「自発的
に、自由に行動する人」という
意味で、一人ひとりの人間の尊
厳や自由な意思を大事にする
理念がこめられています。

ボランティアとは？？

　１日の睡眠・食事等を除けば
13時間。60歳の方の平均余命
を約25年とすると、定年後の
時間は、

13時間×365日×25年＝
約119,000時間！

　この時間は20歳から60歳
の労働時間に匹敵します。

　「空いている時間を有効
活用したい。」、「人のために
役立ちたい。」などボラン
ティア活動を始めるきっかけ
は様々です。
　「ちょっと気になるな。」
と思ったあなた。社協までお
気軽にお問合せください。
　あなたの力を必要として
いる人、団体がたくさんあり
ます。
　力を貸してください！！
地域支援課（☎35-6244）

第２の人生は長い！

※掲載している団体は、社協に登録のあるボランティア団体です。
　掲載以外のボランティア活動の情報がありましたら社協まで情報をお寄せください。

声のボランティアともしび島田

視覚障がい者の方々への「広報しまだ」の
音訳、プライベート音訳、視覚障がい者と
の交流会など。

毎月１回、その他随時
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室、各自宅
視覚障がい者への情報提供の

ために、一生懸命頑張っています。

活動内容

活動日時
活動場所

メッセージ

金谷ブレイル

広報しまだ、みんなのふくしだより、ほほ
えみなどの点訳、校正、印刷。
　　　　　  毎週水曜日　19:00～21:00

　 　　金曜日　13:00～16:00
　　　　　  金谷防災センター内

視覚障がい者が情報誌を読
めるように点訳しています。一緒にやって
みませんか。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

こころの会

精神障がいのある人たちへの支援。ワーク
ステップドレミさんの昼食作り、作業の手
伝い、自主製品の手伝い。
　　　　　  主に毎月第３水曜日
　　　　　  9:30～14:00
　　　　　  ワークステップドレミ

ワークステップドレミの皆さ
んが 私たちを受け入れてくださったの
で、16年間楽しくボランティアを続ける
ことができました。障がいのある方々を
少しでも理解していただけるよう、これ
からも無理をしないで長く続けていきた
いと思っています。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

まいせるふ

子育てに関する啓発及びパパの子育て参
加の啓発、子育て中のママの悩み軽減。

不定期
プラザおおるり
人と会って本音で語り合う

会なので、1人で悩んでいないでぜひ参
加してみて下さい。おやつ付きです♪

活動内容

活動日時
活動場所
メッセージ

要約筆記サークル「うさぎ」

・要約筆記の啓発や難聴者理解のためのミニ講座開催
・ふれあい広場等福祉関連行事への参加
・要約筆記者技術向上のための学習
・公共施設、商店等への耳マーク標記版

設置推進運動など
第２・４土曜日　13:00～16:00
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室
紙とペンがあればそれだけで

出来るボランティアがあります。筆談で始
めの一歩を踏み出そう！

活動内容

活動日時
活動場所

メッセージ

手話サークルもくせい

手話やろうあ者問題の学習を通し、ろうあ
者と健聴者が互いに理解し合い、親睦を深
める活動。

毎週金曜日　19:30～21:00
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室
手話を学びたい方、気 軽に

立ち寄ってみて下さい。楽しく活動して
います。

活動内容

活動日時
活動場所

メッセージ

　　　　　　 団体名
レフアの会
カナリヤ合唱団
NOAH★MIKS Wind Ensemble
劇団アサヒ
浜千鳥の会
いきいき民謡クラブ
伊太東川根上ギター愛好会
浮良礼亭三鯛
コーラス「陽光」
草笛クラブ　グリーングリーン

　　　　  内  容
フラダンス、踊り、寸劇
子どもたちによる合唱
管楽器アンサンブル
認知症についての寸劇
三味線に合わせた民謡
民謡
昭和歌謡などのギター演奏
落語
コーラスによる慰問
草笛演奏

しまだおもちゃ図書館でんでん虫

障がいを持つお子様に楽しい時間と場の
提供、ぬくもりのある手作りの布や木のお
もちゃを貸し出し。

毎月１回（基本第２火曜日）
10:00～12:00
中溝町1678-1
（リカバリーここあの隣）
お気軽にご参加

　　　　　  ください♪

活動内容

活動日時

活動場所

メッセージ

思いを共有する仲間

新たな出会い 学び

笑顔

楽しい

喜び

生きがい

新
た
な発見

あなたの
想い

カタチにし
ませんか

「ボランティアっていいな。」
ボランティア
活動者が思うボランティアの魅

力ボランティア
活動者が思うボランティアの魅

力

社協ホームページにも情報を掲載
しています。

明るい社会づくり運動島田地区協議会

・明るい社会づくりのための諸活動
・視覚障がい者の社会参加支援・行事計画運営
・障がい理解のための学校福祉活動協力
・子育て支援、高齢者支援活動
・ガイドボランティアステップアップ講習会開催
     　　　　　随時           　　　　主に屋外

活動するにあたって、常にやさ
しい心、思いやりの心を育むことを念頭にお
き、隣にいてくれる人と支え合えるよう心掛
けています。小さな活動しかできませんが、
福祉の心が子ど
もたちの心に芽生
えるよう、これか
らも活動を続けて
いきたいと思って
います。

活動内容

活動日時 活動場所
メッセージ

ボランティアふれ愛

盆供養、人形供養、お散歩のつどい、バス
ツアー、自然合宿体験　など

定例会（月１回）、
イベント（年６回程度）
島田市内

無理のない範囲で楽しんでいますよ。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

島ママDream～ママの夢をカタチにする会～

①ママにもできる被災地復興支援ベル
マークボランティア（毎月第２火曜日）

②ママの“あったらいいな”をママ達の手でカタチにし
たイベント（勉強会やDreamマーケット開催等）

月１～２回　　　　      市内
3.11東日本大震災の後立ち上

がったボランティア団体です。ママにもで
きることを、ママたちの手で作っています。
興味のある
方、ぜひ一
緒に活動し
ましょう。

活動内容

活動日時 活動場所
メッセージ

しまだ次世代育成支援ネットワーク

子育て支援、市内各地でのきしゃぽっぽ運営。
随時、定例会（毎月第1水曜日）
など
市内
市内６カ所に「きしゃぽっぽ」

を開設し、子育て支援の活動を行っていま
す。また、夏祭りに歩歩路において「もった
いないをプレゼント」を行っています。次
世代を担う子どもたちをみんなで見守って
いきませんか。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

島田点訳奉仕会

視覚障がい者への点訳支援（広報しまだ、みんなのふく
しだより、カレンダー、時刻表、個人からの依頼物など）

毎週月曜日　10:00～15:00
第１・３、最終水曜日　19:30～21:00
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室
平成30年度（公財）車両競

技公益資金記念財団より助成を受け、点
字プリンターを購入し、活動を続けてい
ます。一緒に
ボランティア
に参加しませ
んか。

活動内容

活動日時

活動場所

メッセージ

傾聴ボランティア「ミミの会」

・高齢者施設を訪問し話を聴く
・対話することの楽しさ、喜び、安らぎを共有する
・相手の気持ちに寄り添い、その思い（想い）に共感する
　　　　　  月曜～土曜日、
　　　　　  定例会（毎月第３土曜日）
　　　　　  高齢者施設など

話を聴いて欲しい、話し相手
が欲しいと思っている高齢者の方が大勢
いらっしゃいます。「ミミの会」では一人
でも多くの方の要望にお応えできるよう
活動しています。共感できる方、興味を
お持ちの方、ぜひ一緒に活動してみませ
んか。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

しまだ紙芝居倶楽部

高齢者や子どもを対象にして、紙芝居を上
演することを通して、楽しみや笑いを互いに
味わい、ふれあいから新しい自分を発見し、
それぞれが豊かな生活を送れるよう活動。

月曜～土曜日の午前または午後
市内の高齢者施設など

昔なつかしい
子ども時代を
想い出しなが
ら一緒に「紙
芝居」を楽し
みませんか。

活動内容

活動日時
活動場所
メッセージ

耳マーク

手話サークル虹の会

手話の学習、聴覚障がい（者）についての
学習、レクリエーション、茶話会、他団体と
の交流
　　　　　  毎週木曜日19:30～21:00
　　　　　  島田市金谷防災センター3階

会員は少ないですが、毎週楽
しく活動しています。聞こえないことや手
話のことを皆さんも一緒に考え、学習して
みませんか。アットホームなサークルです
のでお気軽にご参加ください。

活動内容

活動日時
活動場所
メッセージ

4みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



特　集

他にも、特技を活かした

ボランティア活動を

している団体もあります♪

島田市内の
ボランティア
活動団体大集合 !
市内には、ボランティア活動をし
ている団体がたくさんあります。
今回は一部の団体を紹介します！

　ボランティアとは「自発的
に、自由に行動する人」という
意味で、一人ひとりの人間の尊
厳や自由な意思を大事にする
理念がこめられています。

ボランティアとは？？

　１日の睡眠・食事等を除けば
13時間。60歳の方の平均余命
を約25年とすると、定年後の
時間は、

13時間×365日×25年＝
約119,000時間！

　この時間は20歳から60歳
の労働時間に匹敵します。

　「空いている時間を有効
活用したい。」、「人のために
役立ちたい。」などボラン
ティア活動を始めるきっかけ
は様々です。
　「ちょっと気になるな。」
と思ったあなた。社協までお
気軽にお問合せください。
　あなたの力を必要として
いる人、団体がたくさんあり
ます。
　力を貸してください！！
地域支援課（☎35-6244）

第２の人生は長い！

※掲載している団体は、社協に登録のあるボランティア団体です。
　掲載以外のボランティア活動の情報がありましたら社協まで情報をお寄せください。

声のボランティアともしび島田

視覚障がい者の方々への「広報しまだ」の
音訳、プライベート音訳、視覚障がい者と
の交流会など。

毎月１回、その他随時
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室、各自宅
視覚障がい者への情報提供の

ために、一生懸命頑張っています。

活動内容

活動日時
活動場所

メッセージ

金谷ブレイル

広報しまだ、みんなのふくしだより、ほほ
えみなどの点訳、校正、印刷。
　　　　　  毎週水曜日　19:00～21:00

　 　　金曜日　13:00～16:00
　　　　　  金谷防災センター内

視覚障がい者が情報誌を読
めるように点訳しています。一緒にやって
みませんか。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

こころの会

精神障がいのある人たちへの支援。ワーク
ステップドレミさんの昼食作り、作業の手
伝い、自主製品の手伝い。
　　　　　  主に毎月第３水曜日
　　　　　  9:30～14:00
　　　　　  ワークステップドレミ

ワークステップドレミの皆さ
んが 私たちを受け入れてくださったの
で、16年間楽しくボランティアを続ける
ことができました。障がいのある方々を
少しでも理解していただけるよう、これ
からも無理をしないで長く続けていきた
いと思っています。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

まいせるふ

子育てに関する啓発及びパパの子育て参
加の啓発、子育て中のママの悩み軽減。

不定期
プラザおおるり
人と会って本音で語り合う

会なので、1人で悩んでいないでぜひ参
加してみて下さい。おやつ付きです♪

活動内容

活動日時
活動場所
メッセージ

要約筆記サークル「うさぎ」

・要約筆記の啓発や難聴者理解のためのミニ講座開催
・ふれあい広場等福祉関連行事への参加
・要約筆記者技術向上のための学習
・公共施設、商店等への耳マーク標記版

設置推進運動など
第２・４土曜日　13:00～16:00
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室
紙とペンがあればそれだけで

出来るボランティアがあります。筆談で始
めの一歩を踏み出そう！

活動内容

活動日時
活動場所

メッセージ

手話サークルもくせい

手話やろうあ者問題の学習を通し、ろうあ
者と健聴者が互いに理解し合い、親睦を深
める活動。

毎週金曜日　19:30～21:00
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室
手話を学びたい方、気 軽に

立ち寄ってみて下さい。楽しく活動して
います。

活動内容

活動日時
活動場所

メッセージ

　　　　　　 団体名
レフアの会
カナリヤ合唱団
NOAH★MIKS Wind Ensemble
劇団アサヒ
浜千鳥の会
いきいき民謡クラブ
伊太東川根上ギター愛好会
浮良礼亭三鯛
コーラス「陽光」
草笛クラブ　グリーングリーン

　　　　  内  容
フラダンス、踊り、寸劇
子どもたちによる合唱
管楽器アンサンブル
認知症についての寸劇
三味線に合わせた民謡
民謡
昭和歌謡などのギター演奏
落語
コーラスによる慰問
草笛演奏

しまだおもちゃ図書館でんでん虫

障がいを持つお子様に楽しい時間と場の
提供、ぬくもりのある手作りの布や木のお
もちゃを貸し出し。

毎月１回（基本第２火曜日）
10:00～12:00
中溝町1678-1
（リカバリーここあの隣）
お気軽にご参加

　　　　　  ください♪

活動内容

活動日時

活動場所

メッセージ

思いを共有する仲間

新たな出会い 学び

笑顔

楽しい

喜び

生きがい

新
た
な発見

あなたの
想い

カタチにし
ませんか

「ボランティアっていいな。」
ボランティア
活動者が思うボランティアの魅

力ボランティア
活動者が思うボランティアの魅

力

社協ホームページにも情報を掲載
しています。

明るい社会づくり運動島田地区協議会

・明るい社会づくりのための諸活動
・視覚障がい者の社会参加支援・行事計画運営
・障がい理解のための学校福祉活動協力
・子育て支援、高齢者支援活動
・ガイドボランティアステップアップ講習会開催
     　　　　　随時           　　　　主に屋外

活動するにあたって、常にやさ
しい心、思いやりの心を育むことを念頭にお
き、隣にいてくれる人と支え合えるよう心掛
けています。小さな活動しかできませんが、
福祉の心が子ど
もたちの心に芽生
えるよう、これか
らも活動を続けて
いきたいと思って
います。

活動内容

活動日時 活動場所
メッセージ

ボランティアふれ愛

盆供養、人形供養、お散歩のつどい、バス
ツアー、自然合宿体験　など

定例会（月１回）、
イベント（年６回程度）
島田市内

無理のない範囲で楽しんでいますよ。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

島ママDream～ママの夢をカタチにする会～

①ママにもできる被災地復興支援ベル
マークボランティア（毎月第２火曜日）

②ママの“あったらいいな”をママ達の手でカタチにし
たイベント（勉強会やDreamマーケット開催等）

月１～２回　　　　      市内
3.11東日本大震災の後立ち上

がったボランティア団体です。ママにもで
きることを、ママたちの手で作っています。
興味のある
方、ぜひ一
緒に活動し
ましょう。

活動内容

活動日時 活動場所
メッセージ

しまだ次世代育成支援ネットワーク

子育て支援、市内各地でのきしゃぽっぽ運営。
随時、定例会（毎月第1水曜日）
など
市内
市内６カ所に「きしゃぽっぽ」

を開設し、子育て支援の活動を行っていま
す。また、夏祭りに歩歩路において「もった
いないをプレゼント」を行っています。次
世代を担う子どもたちをみんなで見守って
いきませんか。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

島田点訳奉仕会

視覚障がい者への点訳支援（広報しまだ、みんなのふく
しだより、カレンダー、時刻表、個人からの依頼物など）

毎週月曜日　10:00～15:00
第１・３、最終水曜日　19:30～21:00
保健福祉センターはなみずき
ボランティア活動室
平成30年度（公財）車両競

技公益資金記念財団より助成を受け、点
字プリンターを購入し、活動を続けてい
ます。一緒に
ボランティア
に参加しませ
んか。

活動内容

活動日時

活動場所

メッセージ

傾聴ボランティア「ミミの会」

・高齢者施設を訪問し話を聴く
・対話することの楽しさ、喜び、安らぎを共有する
・相手の気持ちに寄り添い、その思い（想い）に共感する
　　　　　  月曜～土曜日、
　　　　　  定例会（毎月第３土曜日）
　　　　　  高齢者施設など

話を聴いて欲しい、話し相手
が欲しいと思っている高齢者の方が大勢
いらっしゃいます。「ミミの会」では一人
でも多くの方の要望にお応えできるよう
活動しています。共感できる方、興味を
お持ちの方、ぜひ一緒に活動してみませ
んか。

活動内容

活動日時

活動場所
メッセージ

しまだ紙芝居倶楽部

高齢者や子どもを対象にして、紙芝居を上
演することを通して、楽しみや笑いを互いに
味わい、ふれあいから新しい自分を発見し、
それぞれが豊かな生活を送れるよう活動。

月曜～土曜日の午前または午後
市内の高齢者施設など

昔なつかしい
子ども時代を
想い出しなが
ら一緒に「紙
芝居」を楽し
みませんか。

活動内容

活動日時
活動場所
メッセージ

耳マーク

手話サークル虹の会

手話の学習、聴覚障がい（者）についての
学習、レクリエーション、茶話会、他団体と
の交流
　　　　　  毎週木曜日19:30～21:00
　　　　　  島田市金谷防災センター3階

会員は少ないですが、毎週楽
しく活動しています。聞こえないことや手
話のことを皆さんも一緒に考え、学習して
みませんか。アットホームなサークルです
のでお気軽にご参加ください。

活動内容

活動日時
活動場所
メッセージ

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



社協会員募集
だんのふ く しらしの あわせ

家族介護者交流事業
　日ごろ介護をする中で感じたことや困ったことなど何で
も気軽に話し合いませんか。
　男性も女性もお気軽にご参加ください♪

【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～午前 11 時半

※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。

＜介護者のつどい＞
おしゃべりやレクリエーションを通してリフレッシュします。
 【日程】 【内容】（予定）
 ６月28日（金） 体を動かすレクリエーション♪
 ７月26日（金） 介護のお悩み相談会
 ８月23日（金） 元気に笑顔にレクリエーション♪

夏休み「ふくし」体験学習
　小学４年生から高校生を対象に、「ふくし」体験講座を
開催します。障がいのある子もない子も楽しく交流しま
しょう！

【参加費】無料（第２回のみ材料費 100 円）

  日時 場所 内容（予定）

 第１回 ７月30日（火）
  午前10時～正午

 第２回 ８月２日（金）
  午後1時30分～午後3時

 第３回
 ８月６日（火）

  午前10時～正午＜介護教室＞
介護方法や介護者の健康づくり等について学ぶ機会です。
 【日程】 【内容】（予定）
  簡単にできるリンパケア!
 ７月８日（月） 持ち物：バスタオル、飲み物
  動きやすい服装でお越しください♪
 ８月８日（木） 調理実習～暑い夏を乗り切ろう～
  持ち物：エプロン、三角巾、布巾

第40回  ふれあい広場参加団体募集！

【日　時】令和元年９月29日（日）午前９時30分～午後２時
前後に準備、片付けがあります。

【場　所】島田市民総合施設プラザおおるり
【募集内容】福祉体験、模擬店（飲食）、ステージ発表
　　　　　（歌・ダンスなど）

【申込締切】令和元年６月28日（金）
※希望される団体は、７月４日（木）午後７時から連絡会が

あります。関心をお持ちの方はお気軽にお問合せください。

　子どもから高齢者、障がいのあ
る人もない人も多くの人が交流し、
福祉について知る機会として「ふれ
あい広場」を今年も開催します♪
　ふれあい広場に出店してみたい
と思った方、ぜひご参加ください。

定期セミナー「ひきこもり支援講演会」
　ひきこもりってどういうことだろう。
　ひきこもりについて知り、自分たちにできることは
何か、一緒に考えてみませんか。

【日　時】８月２９日 ( 木 )　午後１時３０分～午後３時
【会　場】おおるり　３階第三多目的室
【内　容】第１回福祉定期セミナー

ひきこもり支援講演会
講師：NPO サンフォレスト　三森重則氏

第40回ふれあい広場当日ボランティア募集！
　ふれあい広場でボランティアしてくださる方を募集しま
す。多くの人や団体とふれあい、新たなつながり、仲間
づくりしませんか。

【日　時】令和元年９月 29 日 ( 日 )
午前９時 30 分～午後２時　

　　　　（集合：午前９時、解散：午後２時 30 分予定）
【場　所】島田市民総合施設プラザおおるり
【対　象】ボランティア活動に興味のある方♪
【内　容】会場の準備、片付けなど運営のお手伝い、福

祉体験コーナーや模擬店のお手伝い、ステー
ジ発表のお手伝いなど

【締　切】令和元年 8 月 30 日（金）
　一緒にふれあい広場を盛り上げましょう♪皆様の力を
貸してください！！

福祉のつどい
　相手に伝える方法は言葉以外にもたくさんあります。
地域に住む様々な人のことを知って、コミュニケーション
の方法を一緒に考えましょう♪

【対象者】市民一般（親子での参加も大歓迎！）
【参加費】無料
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福祉学習の導入
「ふくし」ってなあに？

みんなで楽しく
おやつ作り♪

楽しい交流♪
まとめ

様々な障がいとコ
ミュニケーションに
ついての講話・ミニ
福祉体験講座

 日時 場所 内容

８月10日（土）
午後1時30分～
午後3時30分

プラザおおるり
大会議室

どうすれば
伝えられるかな？

新しい発見！

新しい出会い♪

主な社協活動

　広報紙の発行、ふれあい広場（令和元年9月29日）や
社会福祉大会（令和2年2月22日）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を受け止め、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を養成し、災害時の
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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30年度は、市民をはじめ市
内の団体、施設、企業の皆様から
10,326,145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。

　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。
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社協会員募集
だんのふ く しらしの あわせ

家族介護者交流事業
　日ごろ介護をする中で感じたことや困ったことなど何で
も気軽に話し合いませんか。
　男性も女性もお気軽にご参加ください♪

【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～午前 11 時半

※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。

＜介護者のつどい＞
おしゃべりやレクリエーションを通してリフレッシュします。
 【日程】 【内容】（予定）
 ６月28日（金） 体を動かすレクリエーション♪
 ７月26日（金） 介護のお悩み相談会
 ８月23日（金） 元気に笑顔にレクリエーション♪

夏休み「ふくし」体験学習
　小学４年生から高校生を対象に、「ふくし」体験講座を
開催します。障がいのある子もない子も楽しく交流しま
しょう！

【参加費】無料（第２回のみ材料費 100 円）

  日時 場所 内容（予定）

 第１回 ７月30日（火）
  午前10時～正午

 第２回 ８月２日（金）
  午後1時30分～午後3時

 第３回
 ８月６日（火）

  午前10時～正午＜介護教室＞
介護方法や介護者の健康づくり等について学ぶ機会です。
 【日程】 【内容】（予定）
  簡単にできるリンパケア!
 ７月８日（月） 持ち物：バスタオル、飲み物
  動きやすい服装でお越しください♪
 ８月８日（木） 調理実習～暑い夏を乗り切ろう～
  持ち物：エプロン、三角巾、布巾

第40回  ふれあい広場参加団体募集！

【日　時】令和元年９月29日（日）午前９時30分～午後２時
前後に準備、片付けがあります。

【場　所】島田市民総合施設プラザおおるり
【募集内容】福祉体験、模擬店（飲食）、ステージ発表
　　　　　（歌・ダンスなど）

【申込締切】令和元年６月28日（金）
※希望される団体は、７月４日（木）午後７時から連絡会が

あります。関心をお持ちの方はお気軽にお問合せください。

　子どもから高齢者、障がいのあ
る人もない人も多くの人が交流し、
福祉について知る機会として「ふれ
あい広場」を今年も開催します♪
　ふれあい広場に出店してみたい
と思った方、ぜひご参加ください。

定期セミナー「ひきこもり支援講演会」
　ひきこもりってどういうことだろう。
　ひきこもりについて知り、自分たちにできることは
何か、一緒に考えてみませんか。

【日　時】８月２９日 ( 木 )　午後１時３０分～午後３時
【会　場】おおるり　３階第三多目的室
【内　容】第１回福祉定期セミナー

ひきこもり支援講演会
講師：NPO サンフォレスト　三森重則氏

第40回ふれあい広場当日ボランティア募集！
　ふれあい広場でボランティアしてくださる方を募集しま
す。多くの人や団体とふれあい、新たなつながり、仲間
づくりしませんか。

【日　時】令和元年９月 29 日 ( 日 )
午前９時 30 分～午後２時　

　　　　（集合：午前９時、解散：午後２時 30 分予定）
【場　所】島田市民総合施設プラザおおるり
【対　象】ボランティア活動に興味のある方♪
【内　容】会場の準備、片付けなど運営のお手伝い、福

祉体験コーナーや模擬店のお手伝い、ステー
ジ発表のお手伝いなど

【締　切】令和元年 8 月 30 日（金）
　一緒にふれあい広場を盛り上げましょう♪皆様の力を
貸してください！！

福祉のつどい
　相手に伝える方法は言葉以外にもたくさんあります。
地域に住む様々な人のことを知って、コミュニケーション
の方法を一緒に考えましょう♪

【対象者】市民一般（親子での参加も大歓迎！）
【参加費】無料

プ
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福祉学習の導入
「ふくし」ってなあに？

みんなで楽しく
おやつ作り♪

楽しい交流♪
まとめ

様々な障がいとコ
ミュニケーションに
ついての講話・ミニ
福祉体験講座

 日時 場所 内容

８月10日（土）
午後1時30分～
午後3時30分

プラザおおるり
大会議室

どうすれば
伝えられるかな？

新しい発見！

新しい出会い♪

主な社協活動

　広報紙の発行、ふれあい広場（令和元年9月29日）や
社会福祉大会（令和2年2月22日）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を受け止め、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を養成し、災害時の
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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30年度は、市民をはじめ市
内の団体、施設、企業の皆様から
10,326,145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。

　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。

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
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発行部数：34,700部

№110 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

平成30年度収集活動報告
ご協力ありがとうございました！

　「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

　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。

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。》

みなさまにご協力いただいた収集活動の実績を報告します。

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

○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

相談日

月～金曜日

６月 25日（火）
７月 25日（木）
８月 26日（月）

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4月１日～令和元年5月31日）

【寄附金】
・明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
・宮﨑利彦　様
・他匿名５件
【寄附物品】
・山崎孝子　様
・明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
・村澤衣江　様
・鈴木真由美　様
・笹間渡有志　様
・他匿名４件

開催日　令和元年8月16日（金）
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
★注意事項　行政指定のゴミ袋に格納してご持参ください。
　　　　　　金物、ガラス類は不可。
＜問合せ先＞ボランティアふれ愛　☎46-0240

①本人に“立つ”ことを意識づける

③本人と介助者ともに利き足を少
　し前に出す

×手首や腕をつかん
　で強くひっぱる！

※あざがついたり、内出血したりする場合があります。

×肩や体をつか
　んで立ち上が
　らせる

介護の豆知識　ワンポイント介護

イスから安全に立ち上げる方法を
ご紹介します。

～イスから立たせ、歩行介助する場合～

精霊盆棚供養

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会
はーとちゃん

♥ふだんの くらしの しあわせ♥
市内学校で、「福祉」に関する学習の取り組みが始まりました。
自分の住むまちにはどんな人がいるんだろう…
どんな生活をしているのかな…。自分だったらどんなことができるかな…。
一人ひとりが「     だんの      らしの      あわせ」について考えています。

考えて。

意見を出し合って。

発表!

②介助者の手のひらを本人のひじ
　の下に受けるようにして添える。

④声をかけ立ってもらい、そのま
　ま歩行する。

注意点

切手（重さ）

書き損じはがき（枚数）

入れ歯（個数）

ベルマーク（有効点数）

ペットボトルキャップ（個数）

32.02kg

1,146枚

60個（H27~H30）

124,492.05点

1,944,890個

今年度も収集活動を実施しておりますので、ご協力よろしく
お願いいたします。

ふ く し

川根小学校4年生のみなさん
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