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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

～高齢者のご自宅での入浴～
介護に関する豆知識

　家で入浴する場合のポイント
①浴室、脱衣所の温度差に気を付ける　　　
②すべらない対策　―　マットや手すりなどの使用
③湯温　－　38～40℃くらい（熱い湯は危険です）
　ひとりでの入浴が難しくなった場合のポイントは…
①ヘルパーの介助での入浴（訪問介護）
②看護師、ヘルパーが入浴車で訪問（訪問入浴）
慣れたお家で安心
して入浴するため
の介護サービスが
あります。利用に
ついては、担当の
ケアマネジャーさ
んにご相談くださ
い。

　「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

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、ご連絡先をいただいたものについては個別にお答えさせていただきます。
※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。

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～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

相談日

月～金曜日

４月 27日（月）
５月 25日（月）
６月 25日（木）

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（令和２年１月１日～３月31日）

【寄附金】
元金谷海友会 様
2019年フリーマーケット出店者一同　
　　　　　　 島田市消費者グループ 様
健康スポレクひろば初倉 様
正覚寺 様　　ユニー㈱アピタ島田店 様
明るい社会づくり運動島田地区協議会 様　　匿名４件
　　【寄附物品】
松本修 様　　第一生命労働組合浜松支部 様
ユニー㈱アピタ島田店 様　　明るい社会づくり運動島田地区協議会 様
島田ライオンズクラブ 様　　匿名３件
【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

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：令和２年６月14日（日）
時　間：午前８時30分～午前10時
場　所：大井川河川敷　旧国１鉄橋下（金谷側）
★注意事項　島田市指定のゴミ袋に格納してご持参ください。
★問い合わせ先　ボランティアふれ愛　☎４６－０２４０

正覚寺　様

　みんなのふくしだより１月号にて、ボランティア保険のご案内をしま
したが、保険会社から下記のとおり変更箇所のお知らせがありました
のでご確認ください。

※昨年度の４プランから２プランに改正されました。
※１つの団体で加入していれば別に所属する団体でのボランティア活動中

も補償対象となります。
※加入日の翌日から令和３年３月31日までが補償期間です。
※基本プランでは地震、津波、噴火に起因する死傷は対象外です。

～ボランティア活動者のための保険～
ボランティア活動保険

ボランティア保険のご案内

～地域福祉活動行事のための１日保険～

基本プラン
350円 /人

天災・地震補償プラン
500円 /人

※昨年度から変更なし（保険料は郵便局での振込み）
ご不明な点はお問合せください。
申請書類は社会福祉協議会窓口にあります。

ボランティア行事用保険

Aプラン
日帰り行事
基本28円/人

※行事内容により異なる
基本560円

※行事内容により異なる
参加者名簿（氏名・住所・連絡先）必須

往復途上の補償あり

Bプラン
宿泊を伴う行事

宿泊数により異なる

なし

Cプラン
日帰り行事

28円/人

560円

参加者名簿不要
往復途上の補償なし

　桜のつぼみがふくらみ始めた気持ちの良い日、川
根の健康プラザには、地域のみなさんの姿がありま
した。玄関で手の消毒と検温をして、感染症対策も
バッチリ。この日は“居場所さくら”で「しまト
レ」を行い、体操のあとは認知症サポーター養成講
座を受講して認知症の知識を深めました。自分自身
の介護予防も地域のみんなと一緒にやることで、気
持ちも春の日差しのように暖かくなり、体操の効果
もより一層高くなるような気がします♪



ふれあい広場
　10月11日（日）
島田市社会福祉大会
　11月27日（金）
※例年２月に実施していましたが、上
記日程に変更します。

１　地域福祉活動計画の策定から地域とともに進める事業展開へ
２　福祉課題を抱える世帯への総合的な支援の充実
３　利用者の状況に合った介護サービスの充実と介護職員の確保
４　働き方改革に対応した諸制度の改正から職員の仕事の仕方改革を目指す
５　適正・適切な事務処理の実現

地域福祉の推進
（１）市民への福祉啓発活動
　福祉を身近に感じていただくために、広報紙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。
（２）福祉教育の実施
　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。
（３）ボランティア活動の推進
　ボランティア相談や災害に対する支援体制づくりの整備を進めます。
（４）小地域福祉活動の推進
　地区社協等の情報交換会や居場所づくり事業、移動サービスを学ぶ講座を実施します。
（５）各種団体への補助金・助成金の交付
　市内で福祉活動を推進する各種団体へ補助金・助成金を交付します。
生活支援の実施及び権利擁護に関する推進
（１）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。
（２）権利擁護事業
　判断能力が不十分な方々が地域で安心して暮らせるように権利擁護体制を整備します。
在宅介護の支援
（１）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。
（２）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利用計画の作成など各種事業
を展開します。
（３）独自事業
　島田市社協独自の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。
委託事業の実施
（１）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成年後見支援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。
（２）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すすめます。
法人運営関係
（１）評議員会・理事会・監査の実施
（２）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
（３）自主財源の確保・・・駐車場貸出管理、自動販売機管理　など
（４）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
（５）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
（６）社会福祉充実計画の実施
（７）地域福祉活動計画の策定
（８）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
（９）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

事業計画重点項目①

島田市社協の機能や機動力を強化するため、事務局組織を見直し（変更）します。

重点項目②

基本理念 「変革の時期にある島田市社協　　　　　　社協の総合力で新たな島田市社協へ」
「変革の時期にある島田市社協　
　　　　　社協の総合力で新たな島田市社協へ」

令和２年度　島田市社会福祉協議会事業計画 　島田市社協では、従来の支援で培ってきた信頼関係やネットワークを今年度の事業推進に活かしていくととも
に、全国で多発する自然災害等の復興支援の備えを固めていきます。そして、今年度策定を予定している新しい
地域福祉活動計画においては、島田市社協の新たな指針となる計画を策定します。
　また職員体制や働き方を見直すことで、島田市社協が総合力を発揮し、「地域福祉活動計画」「福祉のまちづく
りセンター」の理念や構想が実現できるよう努めていきます。

令和２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
県・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

9,962,000 円
6,476,000 円
71,123,000 円
127,645,000 円
13,260,000 円
242,534,000 円
18,579,000 円
2,562,000 円
492,141,000 円

【令和２年度主要事業の紹介】

金谷中学校区地域包括支援センター
川根中学校区地域包括支援センター
第二中学校区地域包括支援センター
伊久身デイサービスセンター
金谷デイサービスセンターふれあい
川根ふれあい健康プラザ指定管理

かわね事業所

居宅介護支援事業所かわね
訪問介護事業所かわね
訪問入浴介護事業所かわね
川根デイサービスセンター
おでかけデイサービスさくら

特定相談支援事業所
居宅介護支援事業所しまだ
訪問介護事業所しまだ
訪問入浴介護事業所しまだ
北部デイサービスセンター

しまだ事業所

金谷支所

川根支所

地域福祉活動推進班

広報育成班

権利擁護推進班

生活支援班

在宅福祉サービス班

総務班

事務局

労務管理・給与・経理・財務・福利
厚生・予算管理・文書管理

地域福祉活動推進のための事業・小
地域福祉活動支援事業・各種団体支
援事業・地域福祉活動の醸成と助成

広報啓発・福祉教育の推進・
ボランティア活動の推進

福祉サービス利用援助・
法人後見支援

総合相談・生活困窮者支援

介護保険サービス・在宅福祉サービ
ス・介護保険事業経営管理・委託事
業運営管理・指定管理事業運営管理
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ふれあい広場
　10月11日（日）
島田市社会福祉大会
　11月27日（金）
※例年２月に実施していましたが、上
記日程に変更します。

１　地域福祉活動計画の策定から地域とともに進める事業展開へ
２　福祉課題を抱える世帯への総合的な支援の充実
３　利用者の状況に合った介護サービスの充実と介護職員の確保
４　働き方改革に対応した諸制度の改正から職員の仕事の仕方改革を目指す
５　適正・適切な事務処理の実現

地域福祉の推進
（１）市民への福祉啓発活動
　福祉を身近に感じていただくために、広報紙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。
（２）福祉教育の実施
　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。
（３）ボランティア活動の推進
　ボランティア相談や災害に対する支援体制づくりの整備を進めます。
（４）小地域福祉活動の推進
　地区社協等の情報交換会や居場所づくり事業、移動サービスを学ぶ講座を実施します。
（５）各種団体への補助金・助成金の交付
　市内で福祉活動を推進する各種団体へ補助金・助成金を交付します。
生活支援の実施及び権利擁護に関する推進
（１）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。
（２）権利擁護事業
　判断能力が不十分な方々が地域で安心して暮らせるように権利擁護体制を整備します。
在宅介護の支援
（１）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。
（２）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利用計画の作成など各種事業
を展開します。
（３）独自事業
　島田市社協独自の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。
委託事業の実施
（１）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成年後見支援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。
（２）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すすめます。
法人運営関係
（１）評議員会・理事会・監査の実施
（２）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
（３）自主財源の確保・・・駐車場貸出管理、自動販売機管理　など
（４）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
（５）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
（６）社会福祉充実計画の実施
（７）地域福祉活動計画の策定
（８）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
（９）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

事業計画重点項目①

島田市社協の機能や機動力を強化するため、事務局組織を見直し（変更）します。

重点項目②

基本理念 「変革の時期にある島田市社協　　　　　　社協の総合力で新たな島田市社協へ」
「変革の時期にある島田市社協　
　　　　　社協の総合力で新たな島田市社協へ」

令和２年度　島田市社会福祉協議会事業計画 　島田市社協では、従来の支援で培ってきた信頼関係やネットワークを今年度の事業推進に活かしていくととも
に、全国で多発する自然災害等の復興支援の備えを固めていきます。そして、今年度策定を予定している新しい
地域福祉活動計画においては、島田市社協の新たな指針となる計画を策定します。
　また職員体制や働き方を見直すことで、島田市社協が総合力を発揮し、「地域福祉活動計画」「福祉のまちづく
りセンター」の理念や構想が実現できるよう努めていきます。

令和２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
県・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

9,962,000 円
6,476,000 円
71,123,000 円
127,645,000 円
13,260,000 円
242,534,000 円
18,579,000 円
2,562,000 円
492,141,000 円

【令和２年度主要事業の紹介】

金谷中学校区地域包括支援センター
川根中学校区地域包括支援センター
第二中学校区地域包括支援センター
伊久身デイサービスセンター
金谷デイサービスセンターふれあい
川根ふれあい健康プラザ指定管理

かわね事業所

居宅介護支援事業所かわね
訪問介護事業所かわね
訪問入浴介護事業所かわね
川根デイサービスセンター
おでかけデイサービスさくら

特定相談支援事業所
居宅介護支援事業所しまだ
訪問介護事業所しまだ
訪問入浴介護事業所しまだ
北部デイサービスセンター

しまだ事業所

金谷支所

川根支所

地域福祉活動推進班

広報育成班

権利擁護推進班

生活支援班

在宅福祉サービス班

総務班

事務局

労務管理・給与・経理・財務・福利
厚生・予算管理・文書管理

地域福祉活動推進のための事業・小
地域福祉活動支援事業・各種団体支
援事業・地域福祉活動の醸成と助成

広報啓発・福祉教育の推進・
ボランティア活動の推進

福祉サービス利用援助・
法人後見支援

総合相談・生活困窮者支援

介護保険サービス・在宅福祉サービ
ス・介護保険事業経営管理・委託事
業運営管理・指定管理事業運営管理

はーとちゃん はーとちゃん
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収集物品 活用方法

株式会社グロージオ

活動の様子

六合東小学校
福祉委員会キャラクター
「ふっしーくん」

作者：六合東小学校６年生　今泉　洸さん

集めるボランティア

ボランティア活動 ～小さな活動が集まれば大きな力になる～

　近年、“ボランティア”という言葉は社会的に定着し、身近な活動となってきました。また、社会問題が多
様化する中、地域の身近な人たちでの助け合い活動が広まり、ボランティアの需要は今後ますます高まるこ
とが考えられます。
　島田市社会福祉協議会では、ボランティアに関する相談を受け付け、活動を必要とする人と活動を始めた
い人をつなぐ役割をしています。初めてボランティアに参加を希望される方からの相談では、ボランティア
に対して難しい印象を持つ方や、自分でできる活動があるのか、不安や疑問を抱いている方も多くいます。
　ボランティア活動に一歩踏み出す人を応援するため、島田市社会福祉協議会では、誰でも気軽に始められ
る収集活動をご紹介しています。

　家にある使用済み切手やキャップを集めておく、買い物の時にベルマークのついている商品を選ぶ、自宅にい
ながらでも、その小さな心がけを続けることが社会貢献となり、どこかで誰かのためになる活動につながってい
きます。
　また、市内の小中学校でも子供たちの福祉委員会や生徒会が中心となって呼びかけ、たくさんのペットボトル
キャップや使用済み切手を集めてくださっています。また、市内企業でもたくさんのご協力をいただいており、
家庭や学校、職場において、ボランティアの輪が広がりつつあります。

　身近にあるものを集める、整理するだけで、地域福祉に貢献できる
ボランティア活動です。誰でも、無理なく続けることができます。

収集活動とは…

専門業者が買い取り、その収益金を日本盲導犬協会へ寄附します。

集計したものを東日本大震災で被災した小学校や保育園へ送付し、必要な学
用品等の購入にあてられます。

専門業者にてプラスチック原料として売却し、JCV（世界の子どもにワクチ
ンを 日本委員会）と盲導犬協会、緑の羽根募金等へ寄附します。

郵便局にて切手に交換し、地域福祉事業の通信運搬費として活用します。

入れ歯に含まれる金属を専門業者が買い取り、その収益金を地域の皆様に
使っていただく貸出物品を整備する費用として活用します。

使用済み切手

ベルマーク

ペットボトルキャップ

書き損じ葉書

不要入れ歯

六合東小学校の福

祉委員会では、福

祉のことをもっと

知ってもらうため

に、キャラクター

を考えてくれまし

た。

整理するボランティア
　毎月一回、使用済み切手とベルマークを整理するボランティアを実施しています。活動時間内なら出入りは自
由です。はさみがあれば誰でもできる簡単な活動です。

　ボランティア活動は、大変な思いをしながらやるものではありません。無理なくできることがボランティアの
魅力の一つです。収集活動は初めての方でも始めやすい活動です。島田市社会福祉協議会では、自分に合った活
動を見つけるお手伝いをさせていただきます。ご相談ください。

　長年、ボランティア部の顧問として学生たちのボランティア活動を推進し、学生たちにボランティア
の魅力を伝え続け、社協事業にも多大なご協力をいただいた静岡県立金谷高校の金崎啓子先生に、ボラ
ンティア活動の魅力やこれまで続けてこられた想いを伺ってきました。

Q ボランティア活動等を始めたきっかけは？
　学生時代、友人が加入していたJRC活動※に参加したことがきっかけです。その後、教員になった年か
らJRC活動の顧問となり、現在に至っています。
※JRC活動とは…青少年赤十字（Junior Red Cross）。地域や世界の人びととの平和や福祉に貢献するような活動。

Ｑ 活動をする中で大切にしていたことは？
　様々な人や施設、団体などと協力することを大切にしていました。学校内でも、ボランティア部だけ
でなく、楽器演奏部や茶道部などにも声をかけ一緒に活動してもらいました。

Ｑ メッセージ
　同じ地域に住んでいるにも関わらず、障がい等で区別され
ることはとても悲しいです。ボランティア活動や福祉活動に
参加することで、障がいについて知ることができます。子ど
もたちには、様々な経験をして、様々なことを学んでほしい
と思っています。出来ないから「排除」されるのではなく、
「出来ること」「出来ないこと」は、みんな同じようにある
ということも子どもたちにも感じて欲しいです。
　また、同じ地域に住む人の顔を知り合い、挨拶できる関
係でいたいです。“つながり”が大切だと思っています。

【活動者の声】
・活動を通じてお友達になった人たちと、のん

びりおしゃべりしながら活動できるのがとて
も楽しい

・たくさんの人が参加してくれると嬉しい

【初めて収集ボラを体験した人の声】
・和やかな雰囲気で、初めてでも参加しやす

かった
・無理なく参加できるのが、自分に合っている

と思った

【日　　時】 毎月第４水曜日　
 午前９時30分から11時30分まで
【場　　所】 島田市社会福祉協議会　３階　多目的室
【活動内容】 使用済み切手整理：切手の周りを切り揃える
 ベルマーク：企業番号別に仕分けをする
【持 ち 物】 はさみ

金崎啓子先生

4みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋
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株式会社グロージオ
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六合東小学校
福祉委員会キャラクター
「ふっしーくん」

作者：六合東小学校６年生　今泉　洸さん

集めるボランティア

ボランティア活動 ～小さな活動が集まれば大きな力になる～

　近年、“ボランティア”という言葉は社会的に定着し、身近な活動となってきました。また、社会問題が多
様化する中、地域の身近な人たちでの助け合い活動が広まり、ボランティアの需要は今後ますます高まるこ
とが考えられます。
　島田市社会福祉協議会では、ボランティアに関する相談を受け付け、活動を必要とする人と活動を始めた
い人をつなぐ役割をしています。初めてボランティアに参加を希望される方からの相談では、ボランティア
に対して難しい印象を持つ方や、自分でできる活動があるのか、不安や疑問を抱いている方も多くいます。
　ボランティア活動に一歩踏み出す人を応援するため、島田市社会福祉協議会では、誰でも気軽に始められ
る収集活動をご紹介しています。

　家にある使用済み切手やキャップを集めておく、買い物の時にベルマークのついている商品を選ぶ、自宅にい
ながらでも、その小さな心がけを続けることが社会貢献となり、どこかで誰かのためになる活動につながってい
きます。
　また、市内の小中学校でも子供たちの福祉委員会や生徒会が中心となって呼びかけ、たくさんのペットボトル
キャップや使用済み切手を集めてくださっています。また、市内企業でもたくさんのご協力をいただいており、
家庭や学校、職場において、ボランティアの輪が広がりつつあります。

　身近にあるものを集める、整理するだけで、地域福祉に貢献できる
ボランティア活動です。誰でも、無理なく続けることができます。

収集活動とは…

専門業者が買い取り、その収益金を日本盲導犬協会へ寄附します。

集計したものを東日本大震災で被災した小学校や保育園へ送付し、必要な学
用品等の購入にあてられます。

専門業者にてプラスチック原料として売却し、JCV（世界の子どもにワクチ
ンを 日本委員会）と盲導犬協会、緑の羽根募金等へ寄附します。

郵便局にて切手に交換し、地域福祉事業の通信運搬費として活用します。

入れ歯に含まれる金属を専門業者が買い取り、その収益金を地域の皆様に
使っていただく貸出物品を整備する費用として活用します。

使用済み切手

ベルマーク

ペットボトルキャップ

書き損じ葉書

不要入れ歯

六合東小学校の福

祉委員会では、福

祉のことをもっと

知ってもらうため

に、キャラクター

を考えてくれまし

た。

整理するボランティア
　毎月一回、使用済み切手とベルマークを整理するボランティアを実施しています。活動時間内なら出入りは自
由です。はさみがあれば誰でもできる簡単な活動です。

　ボランティア活動は、大変な思いをしながらやるものではありません。無理なくできることがボランティアの
魅力の一つです。収集活動は初めての方でも始めやすい活動です。島田市社会福祉協議会では、自分に合った活
動を見つけるお手伝いをさせていただきます。ご相談ください。

　長年、ボランティア部の顧問として学生たちのボランティア活動を推進し、学生たちにボランティア
の魅力を伝え続け、社協事業にも多大なご協力をいただいた静岡県立金谷高校の金崎啓子先生に、ボラ
ンティア活動の魅力やこれまで続けてこられた想いを伺ってきました。

Q ボランティア活動等を始めたきっかけは？
　学生時代、友人が加入していたJRC活動※に参加したことがきっかけです。その後、教員になった年か
らJRC活動の顧問となり、現在に至っています。
※JRC活動とは…青少年赤十字（Junior Red Cross）。地域や世界の人びととの平和や福祉に貢献するような活動。

Ｑ 活動をする中で大切にしていたことは？
　様々な人や施設、団体などと協力することを大切にしていました。学校内でも、ボランティア部だけ
でなく、楽器演奏部や茶道部などにも声をかけ一緒に活動してもらいました。

Ｑ メッセージ
　同じ地域に住んでいるにも関わらず、障がい等で区別され
ることはとても悲しいです。ボランティア活動や福祉活動に
参加することで、障がいについて知ることができます。子ど
もたちには、様々な経験をして、様々なことを学んでほしい
と思っています。出来ないから「排除」されるのではなく、
「出来ること」「出来ないこと」は、みんな同じようにある
ということも子どもたちにも感じて欲しいです。
　また、同じ地域に住む人の顔を知り合い、挨拶できる関
係でいたいです。“つながり”が大切だと思っています。

【活動者の声】
・活動を通じてお友達になった人たちと、のん

びりおしゃべりしながら活動できるのがとて
も楽しい

・たくさんの人が参加してくれると嬉しい

【初めて収集ボラを体験した人の声】
・和やかな雰囲気で、初めてでも参加しやす

かった
・無理なく参加できるのが、自分に合っている

と思った

【日　　時】 毎月第４水曜日　
 午前９時30分から11時30分まで
【場　　所】 島田市社会福祉協議会　３階　多目的室
【活動内容】 使用済み切手整理：切手の周りを切り揃える
 ベルマーク：企業番号別に仕分けをする
【持 ち 物】 はさみ

金崎啓子先生
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島田市社会福祉大会島田市社会福祉大会
　令和２年２月22日（土）、市民への福祉啓発を目的に令和元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、居場所ちゃのみによる福祉活動発表、川
島隆太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）

居場所は～とちゃん家開催のお知らせ

１　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
野島惠美子 天野　弘

２　法人役員・事業所従事者（19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≫
（社会福祉法人初倉福祉会） 塚本澄男 （社会福祉法人六合福祉会） 杉本啓一
（社会福祉法人こばと会） 和田啓江
≪従事者≫

（社会福祉法人五和会） 石田佳代子 坂本友理 田辺智子
（社会福祉法人常葉福祉会） 住川弘和 伊藤友美 澤本ひろ子 伊藤麻記 西村あや子
　 山本祥子 森下弘子
（社会福祉法人初倉福祉会） 久野龍彦 （社会福祉法人六合福祉会） 吉田愛佳
（社会福祉法人島田福祉の杜） 長野惠子 滝井友里 石神　誠 増野康典

３　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） 安藤晴代

４　社会福祉事業協力者（１団体）市社協事業に対して、積極的な活動を行っている団体
ほっと月坂

５　地区社会福祉協議会功労者（１名）
 地区社会福祉協議会に対して積極的な活動を行っている方

鈴木誠司

６　感謝（企業２社、３名）
 社会福祉事業に対して、積極的に協力援助された方
《寄附》島田掛川信用金庫　　有限会社大和住宅
《福祉サービス利用援助事業協力者》
　　　　諏訪賀勇　　太田みち子　　樋澤哲夫

令和元年度

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

【日時】５月20日（水）午後７時～午後８時30分
【場所】社会福祉協議会　本所　３階　多目的室
参加を希望される団体は☎35-6244までご連絡くだ
さい。
※ふれあい広場へ参加団体は３回程度の連絡会があります。

　今年のふれあい広場は2020年10月11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一堂に集
まり交流を深め、福祉にふれる機会として開催しています。
　ふれあい広場にご協力いただける方、団体のみなさ
ま、ぜひご参加ください♪
　みんなで島田の福祉を盛り上げましょう！

第41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」「誰が来てもいい」「自由に過ごせる」
　それが居場所です。は～とちゃん家では、誰でも自由
に来て、おしゃべりや折り紙、体操、会食、麻雀など好き
なことをして過ごすことができます。皆様、是非お越し
ください♡
開催日時：毎週木曜日10時～14時（弁当注文10時半まで）
場　　所：プラザおおるり第２多目的室他

※半日開催の日の弁当注文はありません。

表彰者の皆様

市内福祉施設の作品展示 福祉活動発表の様子市内授産所製品販売の様子

【みんなのふくしだより　１月号掲載記事についての訂正とお詫び】
１月号６ページの「静岡県社会福祉協議会会長表彰」の掲載内容に誤りがございました。正しくは下記のとおりです。
関係各位に大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
　
社会福祉施設役員・従事者
（誤）　社会福祉法人初倉厚生会　高橋　勲　様　→　（正）　社会福祉法人初倉福祉会　高橋　勲　様　

4月
5月
6月

※新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止します。
７  /14※AMのみ　/　21　/　28※PMのみ
４  /11　/　18　/　25

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、掲載している事業の開催や募集に

変更が生じる場合があります。最新の

情報はホームページをご確認くださる

ようお願いいたします。

市民後見人養成講座　事前説明会
　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に必要な知識や姿
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。

【日程】※①②のいずれかにご参加ください。
①令和２年５月16日（土）午前10時～12時
　藤枝市福祉センターきすみれ２階 会議室
  （藤枝市岡部町内谷1400－１）
②令和２年５月21日（木）午前10時～12時
　島田市民総合施設プラザおおるり３階 第３多目的室
  （島田市中央町５－１）
【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(金)までに藤枝市社会福祉協議会
（☎054－667－2940）へお申込みください。

共同募金助成先募集!!令和２年度令和２年度

(1)助成内容
①地域福祉活動支援事業
対　象　県域を活動対象とする社会福祉法人、NPO法

人、福祉・ボランティア団体等
内　容　令和３年度に実施する事業や機器整備に係る費

用助成
②福祉施設機器整備事業
対　象　社会福祉法人、NPO法人等が運営する社会福

祉施設
内　容　令和３年度（一部令和２年度）に実施する機器

整備や建物の補修等に係る費用助成
③こども食堂誕生日会・授産製品応援事業
対　象　障害者の就労を支援する活動を行う社会福祉

法人、NPO法人等
内　容　令和３年度に非営利で児童・生徒に食事提供を

行う「こども食堂」が開催する誕生日イベント
に対して、障害福祉サービスの就労継続支援事
業所等が製造するケーキ又は焼き菓子等を届け
る事業に対する費用助成

④「赤い羽根」課題解決プロジェクト募金
対　象　県民を対象に県内で活動を行う民間非営利団体
内　容　団体が身近な福祉課題を解決するテーマを掲げ、

自らが掲げたテーマに対する募金を呼びかける。

(2)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令和2年4月1日～令和2年5月15日
提出先　静岡県共同募金会
(2)-④は令和2年4月1日～令和2年5月29日
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
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島田市社会福祉大会島田市社会福祉大会
　令和２年２月22日（土）、市民への福祉啓発を目的に令和元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、居場所ちゃのみによる福祉活動発表、川
島隆太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）

居場所は～とちゃん家開催のお知らせ

１　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
野島惠美子 天野　弘

２　法人役員・事業所従事者（19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≫
（社会福祉法人初倉福祉会） 塚本澄男 （社会福祉法人六合福祉会） 杉本啓一
（社会福祉法人こばと会） 和田啓江
≪従事者≫

（社会福祉法人五和会） 石田佳代子 坂本友理 田辺智子
（社会福祉法人常葉福祉会） 住川弘和 伊藤友美 澤本ひろ子 伊藤麻記 西村あや子
　 山本祥子 森下弘子
（社会福祉法人初倉福祉会） 久野龍彦 （社会福祉法人六合福祉会） 吉田愛佳
（社会福祉法人島田福祉の杜） 長野惠子 滝井友里 石神　誠 増野康典

３　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） 安藤晴代

４　社会福祉事業協力者（１団体）市社協事業に対して、積極的な活動を行っている団体
ほっと月坂

５　地区社会福祉協議会功労者（１名）
 地区社会福祉協議会に対して積極的な活動を行っている方

鈴木誠司

６　感謝（企業２社、３名）
 社会福祉事業に対して、積極的に協力援助された方
《寄附》島田掛川信用金庫　　有限会社大和住宅
《福祉サービス利用援助事業協力者》
　　　　諏訪賀勇　　太田みち子　　樋澤哲夫

令和元年度

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

【日時】５月20日（水）午後７時～午後８時30分
【場所】社会福祉協議会　本所　３階　多目的室
参加を希望される団体は☎35-6244までご連絡くだ
さい。
※ふれあい広場へ参加団体は３回程度の連絡会があります。

　今年のふれあい広場は2020年10月11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一堂に集
まり交流を深め、福祉にふれる機会として開催しています。
　ふれあい広場にご協力いただける方、団体のみなさ
ま、ぜひご参加ください♪
　みんなで島田の福祉を盛り上げましょう！

第41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」「誰が来てもいい」「自由に過ごせる」
　それが居場所です。は～とちゃん家では、誰でも自由
に来て、おしゃべりや折り紙、体操、会食、麻雀など好き
なことをして過ごすことができます。皆様、是非お越し
ください♡
開催日時：毎週木曜日10時～14時（弁当注文10時半まで）
場　　所：プラザおおるり第２多目的室他

※半日開催の日の弁当注文はありません。

表彰者の皆様

市内福祉施設の作品展示 福祉活動発表の様子市内授産所製品販売の様子

【みんなのふくしだより　１月号掲載記事についての訂正とお詫び】
１月号６ページの「静岡県社会福祉協議会会長表彰」の掲載内容に誤りがございました。正しくは下記のとおりです。
関係各位に大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
　
社会福祉施設役員・従事者
（誤）　社会福祉法人初倉厚生会　高橋　勲　様　→　（正）　社会福祉法人初倉福祉会　高橋　勲　様　

4月
5月
6月

※新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止します。
７  /14※AMのみ　/　21　/　28※PMのみ
４  /11　/　18　/　25

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、掲載している事業の開催や募集に

変更が生じる場合があります。最新の

情報はホームページをご確認くださる

ようお願いいたします。

市民後見人養成講座　事前説明会
　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に必要な知識や姿
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。

【日程】※①②のいずれかにご参加ください。
①令和２年５月16日（土）午前10時～12時
　藤枝市福祉センターきすみれ２階 会議室
  （藤枝市岡部町内谷1400－１）
②令和２年５月21日（木）午前10時～12時
　島田市民総合施設プラザおおるり３階 第３多目的室
  （島田市中央町５－１）
【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(金)までに藤枝市社会福祉協議会
（☎054－667－2940）へお申込みください。

共同募金助成先募集!!令和２年度令和２年度

(1)助成内容
①地域福祉活動支援事業
対　象　県域を活動対象とする社会福祉法人、NPO法

人、福祉・ボランティア団体等
内　容　令和３年度に実施する事業や機器整備に係る費

用助成
②福祉施設機器整備事業
対　象　社会福祉法人、NPO法人等が運営する社会福

祉施設
内　容　令和３年度（一部令和２年度）に実施する機器

整備や建物の補修等に係る費用助成
③こども食堂誕生日会・授産製品応援事業
対　象　障害者の就労を支援する活動を行う社会福祉

法人、NPO法人等
内　容　令和３年度に非営利で児童・生徒に食事提供を

行う「こども食堂」が開催する誕生日イベント
に対して、障害福祉サービスの就労継続支援事
業所等が製造するケーキ又は焼き菓子等を届け
る事業に対する費用助成

④「赤い羽根」課題解決プロジェクト募金
対　象　県民を対象に県内で活動を行う民間非営利団体
内　容　団体が身近な福祉課題を解決するテーマを掲げ、

自らが掲げたテーマに対する募金を呼びかける。

(2)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令和2年4月1日～令和2年5月15日
提出先　静岡県共同募金会
(2)-④は令和2年4月1日～令和2年5月29日
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

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



社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

令和２年４月

発行部数：34,740部

№113 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

おしらせひろば

〒427-0056　島田市大津通2番の1（旧市民会館跡地南側）

〇地域福祉活動推進班、広報育成班、権利擁護推進班、生活支援班
　℡0547-35-6244／Fax0547-34-3261
◎メールアドレス　代表　fureai@shimada-shakyo.jp　福祉のまちづくりセンター　ｆukushi-machizukuri@shimada-shakyo.jp
◎ホームページ　http://www.shimada-shakyo.jp　◎Facebook　https://www.facebook.com/shimada.shakyo

〇総務班
　℡0547-35-6247

〇在宅福祉サービス班
　℡0547-34-3231

島田市社協 検索

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

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

～高齢者のご自宅での入浴～
介護に関する豆知識

　家で入浴する場合のポイント
①浴室、脱衣所の温度差に気を付ける　　　
②すべらない対策　―　マットや手すりなどの使用
③湯温　－　38～40℃くらい（熱い湯は危険です）
　ひとりでの入浴が難しくなった場合のポイントは…
①ヘルパーの介助での入浴（訪問介護）
②看護師、ヘルパーが入浴車で訪問（訪問入浴）
慣れたお家で安心
して入浴するため
の介護サービスが
あります。利用に
ついては、担当の
ケアマネジャーさ
んにご相談くださ
い。

　「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

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、ご連絡先をいただいたものについては個別にお答えさせていただきます。
※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。

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～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

相談日

月～金曜日

４月 27日（月）
５月 25日（月）
６月 25日（木）

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（令和２年１月１日～３月31日）

【寄附金】
元金谷海友会 様
2019年フリーマーケット出店者一同　
　　　　　　 島田市消費者グループ 様
健康スポレクひろば初倉 様
正覚寺 様　　ユニー㈱アピタ島田店 様
明るい社会づくり運動島田地区協議会 様　　匿名４件
　　【寄附物品】
松本修 様　　第一生命労働組合浜松支部 様
ユニー㈱アピタ島田店 様　　明るい社会づくり運動島田地区協議会 様
島田ライオンズクラブ 様　　匿名３件
【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

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：令和２年６月14日（日）
時　間：午前８時30分～午前10時
場　所：大井川河川敷　旧国１鉄橋下（金谷側）
★注意事項　島田市指定のゴミ袋に格納してご持参ください。
★問い合わせ先　ボランティアふれ愛　☎４６－０２４０

正覚寺　様

　みんなのふくしだより１月号にて、ボランティア保険のご案内をしま
したが、保険会社から下記のとおり変更箇所のお知らせがありました
のでご確認ください。

※昨年度の４プランから２プランに改正されました。
※１つの団体で加入していれば別に所属する団体でのボランティア活動中

も補償対象となります。
※加入日の翌日から令和３年３月31日までが補償期間です。
※基本プランでは地震、津波、噴火に起因する死傷は対象外です。

～ボランティア活動者のための保険～
ボランティア活動保険

ボランティア保険のご案内

～地域福祉活動行事のための１日保険～

基本プラン
350円 /人

天災・地震補償プラン
500円 /人

※昨年度から変更なし（保険料は郵便局での振込み）
ご不明な点はお問合せください。
申請書類は社会福祉協議会窓口にあります。

ボランティア行事用保険

Aプラン
日帰り行事
基本28円/人

※行事内容により異なる
基本560円

※行事内容により異なる
参加者名簿（氏名・住所・連絡先）必須

往復途上の補償あり

Bプラン
宿泊を伴う行事

宿泊数により異なる

なし

Cプラン
日帰り行事

28円/人

560円

参加者名簿不要
往復途上の補償なし

　桜のつぼみがふくらみ始めた気持ちの良い日、川
根の健康プラザには、地域のみなさんの姿がありま
した。玄関で手の消毒と検温をして、感染症対策も
バッチリ。この日は“居場所さくら”で「しまト
レ」を行い、体操のあとは認知症サポーター養成講
座を受講して認知症の知識を深めました。自分自身
の介護予防も地域のみんなと一緒にやることで、気
持ちも春の日差しのように暖かくなり、体操の効果
もより一層高くなるような気がします♪
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