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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

初級点字講習会参加者募集
～一緒にちょこっとボランティアしませんか？～～≪秋バテ≫予防について～

介護に関する豆知識

　「福祉のまちづくりセンター」では、地域のさまざまな相談をお
受けし、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

　点訳をまっている人がいます。
　ボランティアは誰でもできます。
　“あいうえお” から覚えて、自分の名前を手点訳してみましょう。
気の長～い仲間が待っています。
楽しい仲間とちょこっとボランティアしてみませんか？

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。》

9 月１日～ 12 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

  9 月 25 日（金）
10 月 26 日（月）
11 月 25 日（水）
12 月 25 日（金）

【寄附金】
　島田市文化協会・㈱まちづくり島田　様
　明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
　ユニー株式会社アピタ島田店　様
　熊谷紀男　様
　匿名　7 名

【寄附物品】
　明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
　ユニー株式会社アピタ島田店　様
　（一社）島田青年会議所　様
　飯塚幸夫　様
　島田市老人用おむつ縫製グループ　様
　村澤衣江　様
　日赤奉仕団　川根分団　様
　川根茶業組合　川根茶業青年団　様
　大関喜代美　様
　川根消費生活　桜美会　様　
　匿名　３名

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６月１日～８月31日）

 ◎Facebook ◎LINE ◎Instagram ◎Youtube
↓島田市社協のSNS・動画配信 始めました！↓

島田市文化協会・
㈱まちづくり島田　様

大関喜代美　様
手作りマスク

　秋バテとは、真夏の生活習慣により、自律神経
などが乱れ、食欲不振や倦怠感などの不調が秋
までつづくことです。

・夏場のエアコンは有効ですが、外気との急
激な温度差に自律神経の乱れ体調不良に繋
がるケースがあります。

・冷たい物ばかり口にすると胃への負担が大
きく、それによっておこる消化機能の低下も見
られます。

・秋は冬への準備期間。栄養バランスのとれた食事を
して、生活習慣を整えておきましょう。
『夏が過ぎても油断は禁物
　　　回復に時間がかかる高齢者は要注意     』 問い合わせ先：島田市役所　福祉課（0547-36-7154）

開催日程
時 間

会 場

受 講 料
対 象

定 員

申込期限

2020年11月2日（月）、9日（月）、16日（月）、30日（月）全4回
午前10時から正午まで
島田市保健福祉センター「はなみずき」ボランティア活動室

（島田市　はなみずき通り「かしはる」前）
無料
高校生以上
5名
※コロナ感染症防止のため制限させていただきます。
2020年10月30日（金）まで

ふれあい広場特別企画
ふれあい広場

ヒストリー動画公開！
今年で 41 回目となるふれあい広場。その歴史を一挙公開！
これまでのふれあい広場を振り返るとともに、毎年どのような思いで
団体の皆さんが参加されているか取材しました★

その他の動画内容

抽選で48名様に社協オリジナルグッズ、優秀作品には景品をプレゼント！
優秀作品は動画内で発表します♪

公開日（島田市社協YouTube、HP）

令和2年11月９日㈪ぜひご覧ください♪

ふくし川柳・
しあわせフォトコンテスト

ふくし川柳
しあわせフォトコンテスト
優秀作品発表！

あの子は今！
ハイハイレースの赤ちゃん、一日社協会長は
どんな姿で成長しているでしょう？
歴代の参加者の今を追いました！

詳細は７ページをご覧下さい



　令和元年度は、５月に元号が平成から令和に代わり、新しい時代における社会福祉協議会の姿
や地域福祉の推進に向けた対応を進める初年度でありました。
　新しい時代にあった働き方への協議を進める一方、「生活支援コーディネーター活動事業」を
島田市から引き続き受託し、「生活支援をつなぐ会」などを通して、地域住民の皆様と福祉課題
やその解決に向けた取組を検討する機会を作りました。「生活困窮者自立相談支援事業」では新
たに「家計改善支援事業」を島田市から受託したことや「成年後見制度支援体制構築事業」の中
では10月から「成年後見支援センター」を開所したことで、福祉課題を抱える方々に幅広く対応
できる体制を構築しました。
　詳細については、ホームページに掲載していますので、ご覧ください。

令和元年度事業報告令和元年度事業報告

 「生活支援をつなぐ会」などの開催については、地
区の実情を踏まえ、これまでの11地区での実施から
14地区での実施に変更し、地域福祉の理解促進や、
独自の小地域福祉活動を今まで以上に進めることが
できました。また、市内の多くの地区で課題であった
「外出支援」については、金谷応援隊が実践的な取
組を進めることになり、市内の外出支援事業の１つの
モデルとすることができました。

①地域福祉の理解促進と事業展開
  島田市から受託した「成年後見制度支援体制構築
事業」の取組として、成年後見支援センターを10月に
開所しました。センターでは、権利擁護に関する相談
をはじめ、成年後見制度申立て手続きの支援、講演
会や出前講座の開催などの普及啓発、市民後見人の
養成と市民後見活動の相談支援などを実施しました。
このセンターの開設により、法人として行う後見業務
と併せて高齢者や障がいのある人などの成年後見制
度について幅広く対応することが可能になりました。

②成年後見センターの開所

【重点取組】

　現在実施中の「生活困窮者自立相談支援事業」の
他、新たに「家計改善支援事業」を島田市から受託し
ました。生活に困窮している方の中には、家計に課題
を抱える相談者も多く、家計の収支バランスや計画的
な支出等について相談を受け、家計の改善に向けて
支援を行いました。
　また、引き続きNPO法人POPOLO及び島田市と
の共催で「子ども応援プロジェクト しまだ夏休み子
ども食糧支援事業」を実施し、子どものいる家庭へ食
を通じた支援をすることで、相談に至っていない家庭
を把握し、相談窓口につなげ、継続的な支援をするこ
とができました。

③生活困窮者の自立に向けた事業の取組
　島田市内の介護職現場では職員不足や高齢化が課
題となっています。島田市社協では職員不足などの
解消に向けて、平成30年度に引き続き、介護職員
初任者研修を実施しました。また、島田市社協の在
宅介護事業では、安定して事業が継続できるよう、
サービスの質の確保、経費削減、新たな利用者や職
員の確保などの取組に努めました。

④在宅介護事業の継続に向けた取組

【事業内容】
・評議員会、理事会、監査の開催　　　　　　　・駐車場貸出管理事業、自動販売機管理事業
・介護人材の養成（介護職員初任者研修の実施）・富津市災害ボランティアセンター運営支援（職員派遣）
・各種研修の実施　　　　　　　　　　　　　　・団体事務（島田市共同募金委員会、島田市静霊奉賛会）

１ 法人運営に関すること１ 法人運営に関すること

・相談支援に関する事業（福祉総合相談事業、生活困窮者自立相談支援事業など）
・生活支援に関する事業（就労応援事業、しまだ夏休み食糧支援事業など）
・権利擁護に関する事業（日常生活自立支援事業、法人後見事業、権利擁護相談など）

３ 生活支援の実施及び権利擁護の推進３ 生活支援の実施及び権利擁護の推進

・広報啓発及び交流活動（広報紙「みんなのふくしだより」の発行、ホームページ・Facebookの公開、
ふれあい広場など）

・小地域福祉活動の推進（居場所づくり推進事業、生活支援コーディネーター活動など）
・福祉教育の推進（福祉出前講座、福祉講演会など）
・ボランティア活動の推進（ボランティア相談、災害ボランティア立上運営訓練など）
・市内団体への支援（相談対応、助成金交付など）

２ 地域福祉の推進に関すること２ 地域福祉の推進に関すること

・居宅介護支援（ケアマネジャーによる相談及びサービス計画の作成）
・訪問介護（各家庭を訪問し、介護サービスを提供）
・訪問入浴（入浴車で各家庭を訪問し、入浴サービスを提供）
・通所介護（入浴や食事の提供、機能訓練やレクリエーション等のサービスを提供）
・島田市地域包括支援センター（高齢者あんしんセンター）事業の受託（第二中学校区、
　金谷中学校区、川根中学校区）

４ 在宅介護の支援に関すること４ 在宅介護の支援に関すること
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令和元年度決算報告
貸借対照表の要旨� （単位：円）

科目 金額
資産の部

流動資産 125,472,773
固定資産 812,852,350
（基本財産） 136,471,714
（その他の固定資産） 676,380,636

資産の部の合計 938,325,123

負債の部
流動負債 43,654,635
固定負債 132,716,512

負債の部合計 176,371,147

純財産の部
基本金 0
基金 521,063,663
国庫補助金等特別積立金 52,132
その他の積立金 5,106,000
次期繰越活動収支差額 235,732,181

純財産の部合計 761,953,976
負債及び純財産の部合計 938,325,123

事業活動収支計算書の要旨� （単位：円）
科目 金額

サ
ー
ビ
ス

活
動
増
減

サービス活動収益 469,032,598
サービス活動費用 468,152,570
事業活動収支差額 880,028

サ
ー
ビ
ス

活
動
外
増
減

サービス活動外収益 1,290,051
サービス活動外費用 3,100
サービス活動外増減差額 1,286,951
経常増減差額 2,166,979

特
別
増
減

特別収益計 814,512
特別費用計 12,875
　　特別増減差額 801,637
当期活動増減差額 2,968,616

繰
越
活
動
増
減
差
額

前期繰越活動増減差額 224,016,027
当期末繰越活動増減差額 226,984,643
基本金取崩額 0
基金取崩額 15,962,866
その他の積立金取崩額 8,213,672
その他の積立金積立額 15,429,000
次期繰越活動増減差額 235,732,181

資金収支計算書の要旨� （単位：円）
科目 金額

事
業
活
動
に

よ
る
収
支

事業活動収入 472,202,013
事業活動支出 456,398,375
経常活動資金収支差額 15,803,638

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

施設整備等収入 50,000
施設整備等支出 10,956,744
施設整備等資金収支差額 -10,906,744

そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
収
支

その他の活動収入 24,176,538
その他の活動支出 16,979,000
その他の活動資金収支差額 7,197,538
当期資金収支差額合計 12,094,432
前期末支払資金残高 88,283,744
当期末支払資金残高 100,378,176

詳細はホームページに掲載しています。

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
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住民の皆様からお寄せいただく歳末たすけあい募金から、新たな年を迎える時期に支援
を必要とする世帯が地域で安心して暮らせるよう「年越し支援金」を贈呈します。

令和２年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」のご案内

☎0547-35-6244
お問い合わせ・申請先

●受付時間：午前８時30分～午後５時15分【土日・祝日は除く】
島田市社会福祉協議会

〒４２７-００５６  島田市大津通２番の１

FAX 0547-34-3261

１  対象となる世帯について（在宅で生活されており、申請区分　   ～　   のいずれかに該当する世帯）
【生活保護世帯は除く】

①住居や家計を共にする人たち（例：夫婦・親子・きょうだい・親族同士）
②独立して住居を維持する単身者（例：ひとり暮らし）
③住民票が別々であっても生計を同じくする世帯

★世帯とは…

1 3

２  支援金額について
（1） 基本金額　一世帯7,000円 （ただし、募金実績等により金額の増減があります。）
（2） 加 算 額 児童扶養手当全部支給の対象世帯で、令和3年度小学校新入学１年生がいる世帯に

は、入学祝金を加算します。

4  その他
・対象要件の確認等、市担当課への問い合わせはお控えください。
・身体が不自由などの理由で、ご自分で申請することが困難な場合は、島田市社会福祉協議会へご相

談ください。
・虚偽の記載内容があった場合には、支援金の返還を求める場合があります。
・申請書に記入いただいた内容は、本事業と本会の関連する事業以外の目的には使用いたしません。

3  申請書の提出について
申請書に必要事項を記入の上、対象要件を確認できる証明書類（児童扶養手当
全部支給証明、遺族年金を受給している証明、身体障害者手帳や介護保険証等のコ
ピー）を必ず添付してください。なお、記入漏れがある場合には審査ができません。
市民税非課税要件については、市担当課に照会をするため不要です。
島田市社会福祉協議会へ直接持参するか郵送してください。
令和２年10月1日（木）～令和2年11月27日（金）
申請内容を確認した上で、贈呈の可否や贈呈方法を通知します。

（1） 申請方法

（2） 提出方法
（3） 受付期間
（４） 決定・贈呈

3 市内在住で区分 １・２ 以外の経済的に困窮している世帯

①　ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、
児童扶養手当全部支給に該当する世帯

②　ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、
遺族年金受給世帯

③　令和元年度、令和2年度交通遺児育英奨学金認定者が
いる世帯

市内在住で令和２年10 月1 日現在、次のいず
れかに該当する世帯

ただし、２つ以上の該当がある場合でも、申請は
いずれか１つとなります。

1
① 障害児・者のいる世帯のうち、(ア)身体障害者手帳

１・２級、(イ)療育手帳Ａ・Ｂ、(ウ)精神障害者保健福
祉手帳１・２級のいずれかに該当する世帯

②　満75歳以上の高齢者のみの世帯
③　在宅で生活している要介護者のいる世帯のうち、

介護保険要介護４・５のいずれかに該当する世帯

2 市内在住で世帯員全員が市民税非
課税であり、令和２年10月1日現在、
次のいずれかに該当する世帯
いずれかに該当する世帯

申請区分

令和２年度社会福祉協議会会費加入実績 令和２年8月31日現在

会費区分
一般会費

賛助会費

施設会費
団体会費
特別会費
合　　計

協力先
市民の皆様

篤志家
民生・児童委員

市役所･社協役職員等
施　設
団　体
企　業

協力数 金　　額
　25,523世帯

　746名

　41施設
　104団体

　141社

7,675,801円

859,450円

210,000円
211,000円
594,000円

9,550,251円

  各自治会、町内会の皆様、社協活動にご
賛同いただいた篤志家の皆様をはじめ、
施設、団体、市内外企業の皆様にご理解、
ご協力をいただきましたことに、心よりお
礼申し上げます。
　皆様からいただきました会費は、誰もが
安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指
すために、小地域福祉活動の支援や生活
のしづらさを抱えている方を支えていくた
めの事業等に活用させていただきます。

社協会費にご協力ありがとうございました

令和２年度　特別会費　協力企業・商店 （敬称略・順不同）

㈱小桜建設工業　㈲萩原自動車　㈲和光商会　㈱北河製品所　永井興業㈱　㈲平和商会
あらなみクリニック　㈱増商　島田掛川信用金庫島田西支店　土屋自動車鈑金塗装
おおるり眼科クリニック　アピタ島田店　㈱みのや　三布袋㈱　㈱オカダ
杉浦カメラ ㈲島田カラーサービス　石川製茶㈱　㈱大井川不動産　(一社）島田青年会議所
㈲大塚製茶　日本連合警備㈱　島田榛北勤労者福祉共済会　㈲マルダイ化成
濱田行二税理士事務所　カネ松製茶㈱　㈱ミヤムラ　ハラダ製茶㈱　しのはら産科婦人科医院
㈱島田自動車学校　鈴木内科医院　サカイ産業㈱　㈱富士塗料商会　㈱大塚
㈱ベルスター・スズキ　㈱エーピーアイ　藤本外科医院　乾モーター㈱　㈱トップランド　
㈱塚本工務店　㈱朝日園　㈱大鉄アドバンス　大井川鐵道㈱　大井川農業協同組合五和支店
まるよん製茶㈱　㈱大井川電機製作所　大井建設㈱　㈱河徳商店　川根ガス㈱　白瀧製茶㈱
森林組合おおいがわ　医療法人社団家山鈴木医院　高橋建設㈱　又平歯科医院　㈲パルスオート
㈱松井測量設計事務所　㈲明工電気　㈱八木自動車　吉川歯科クリニック　たばこや食堂
㈱原小組　三村建設㈱　㈱三浦製菓　㈱田崎組　ダイドービバレッジサービス㈱静岡第三営業所
㈱カワジリ　㈱共立アイコム　㈱食鮮館タイヨー　㈱トヨタレンタリース静岡　松本印刷㈱
大井川重機㈲　㈱あがた造作所　㈱エクノスワタナベ　神座自動車工業㈲　㈱アーク東海
大井川農業協同組合島田支店　ケージーケー㈱　矢崎計器㈱島田製作所　㈱共栄社　望月運輸㈱
㈲増田電化工場　島田掛川信用金庫島田本店営業部　龍月堂　清水銀行島田支店　大河原建設㈱
㈲高雄　新東海製紙㈱　島田不動産㈱　㈱中林建設　櫻井資源㈱　島田防災設備㈱　㈱北川建具
㈲佐藤設備　広住自動車㈱　丸尾興商㈱島田支社　㈱サワムラ事務器　㈱成岡工業
エースクリーニング㈱　㈱清水屋　㈲平和タクシー　㈲五平　㈲堺ボデ－　よしとみクリニック
まごころ弁当島田店　髙橋電気工業㈱　あかり㈱　静岡県労働金庫島田支店
トヨタカローラ東海㈱島田店　㈱エコワーク　新東海ロジスティクス㈱
㈱アキタファインブランキング　㈱ナガサワ　㈱島田電機舎　㈱紀文食品静岡工場
味の素食品㈱静岡工場　㈱丸紅　山岸運送㈱　合同会社株木平　㈲金谷環境　ナカダ産業㈱
㈱金谷工務店　㈱中部衛生検査センター　アクトホーム㈱　㈱オーイシ　㈱尾坂工務店
西東石油㈱　㈱特種東海フォレスト　沼津熔銅㈱　㈲齋藤技研　㈲北川商会　㈱アルファ
㈱川根町温泉　㈲駿遠モータース商会　㈱ナカヤ　大井川農業協同組合川根南支店
㈲ブライダルアドバンスオキ　㈲八木製作所　㈱オカムラ　増田運送㈱　東京医薬紙器㈱
シミックCMO㈱　㈱宮村鐵工所

4みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋
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住民の皆様からお寄せいただく歳末たすけあい募金から、新たな年を迎える時期に支援
を必要とする世帯が地域で安心して暮らせるよう「年越し支援金」を贈呈します。

令和２年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」のご案内

☎0547-35-6244
お問い合わせ・申請先

●受付時間：午前８時30分～午後５時15分【土日・祝日は除く】
島田市社会福祉協議会

〒４２７-００５６  島田市大津通２番の１

FAX 0547-34-3261

１  対象となる世帯について（在宅で生活されており、申請区分　   ～　   のいずれかに該当する世帯）
【生活保護世帯は除く】

①住居や家計を共にする人たち（例：夫婦・親子・きょうだい・親族同士）
②独立して住居を維持する単身者（例：ひとり暮らし）
③住民票が別々であっても生計を同じくする世帯

★世帯とは…

1 3

２  支援金額について
（1） 基本金額　一世帯7,000円 （ただし、募金実績等により金額の増減があります。）
（2） 加 算 額 児童扶養手当全部支給の対象世帯で、令和3年度小学校新入学１年生がいる世帯に

は、入学祝金を加算します。

4  その他
・対象要件の確認等、市担当課への問い合わせはお控えください。
・身体が不自由などの理由で、ご自分で申請することが困難な場合は、島田市社会福祉協議会へご相

談ください。
・虚偽の記載内容があった場合には、支援金の返還を求める場合があります。
・申請書に記入いただいた内容は、本事業と本会の関連する事業以外の目的には使用いたしません。

3  申請書の提出について
申請書に必要事項を記入の上、対象要件を確認できる証明書類（児童扶養手当
全部支給証明、遺族年金を受給している証明、身体障害者手帳や介護保険証等のコ
ピー）を必ず添付してください。なお、記入漏れがある場合には審査ができません。
市民税非課税要件については、市担当課に照会をするため不要です。
島田市社会福祉協議会へ直接持参するか郵送してください。
令和２年10月1日（木）～令和2年11月27日（金）
申請内容を確認した上で、贈呈の可否や贈呈方法を通知します。

（1） 申請方法

（2） 提出方法
（3） 受付期間
（４） 決定・贈呈

3 市内在住で区分 １・２ 以外の経済的に困窮している世帯

①　ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、
児童扶養手当全部支給に該当する世帯

②　ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、
遺族年金受給世帯

③　令和元年度、令和2年度交通遺児育英奨学金認定者が
いる世帯

市内在住で令和２年10 月1 日現在、次のいず
れかに該当する世帯

ただし、２つ以上の該当がある場合でも、申請は
いずれか１つとなります。

1
① 障害児・者のいる世帯のうち、(ア)身体障害者手帳

１・２級、(イ)療育手帳Ａ・Ｂ、(ウ)精神障害者保健福
祉手帳１・２級のいずれかに該当する世帯

②　満75歳以上の高齢者のみの世帯
③　在宅で生活している要介護者のいる世帯のうち、

介護保険要介護４・５のいずれかに該当する世帯

2 市内在住で世帯員全員が市民税非
課税であり、令和２年10月1日現在、
次のいずれかに該当する世帯
いずれかに該当する世帯

申請区分

令和２年度社会福祉協議会会費加入実績 令和２年8月31日現在

会費区分
一般会費

賛助会費

施設会費
団体会費
特別会費
合　　計

協力先
市民の皆様

篤志家
民生・児童委員

市役所･社協役職員等
施　設
団　体
企　業

協力数 金　　額
　25,523世帯

　746名

　41施設
　104団体

　141社

7,675,801円

859,450円

210,000円
211,000円
594,000円

9,550,251円

  各自治会、町内会の皆様、社協活動にご
賛同いただいた篤志家の皆様をはじめ、
施設、団体、市内外企業の皆様にご理解、
ご協力をいただきましたことに、心よりお
礼申し上げます。
　皆様からいただきました会費は、誰もが
安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指
すために、小地域福祉活動の支援や生活
のしづらさを抱えている方を支えていくた
めの事業等に活用させていただきます。

社協会費にご協力ありがとうございました

令和２年度　特別会費　協力企業・商店 （敬称略・順不同）

㈱小桜建設工業　㈲萩原自動車　㈲和光商会　㈱北河製品所　永井興業㈱　㈲平和商会
あらなみクリニック　㈱増商　島田掛川信用金庫島田西支店　土屋自動車鈑金塗装
おおるり眼科クリニック　アピタ島田店　㈱みのや　三布袋㈱　㈱オカダ
杉浦カメラ ㈲島田カラーサービス　石川製茶㈱　㈱大井川不動産　(一社）島田青年会議所
㈲大塚製茶　日本連合警備㈱　島田榛北勤労者福祉共済会　㈲マルダイ化成
濱田行二税理士事務所　カネ松製茶㈱　㈱ミヤムラ　ハラダ製茶㈱　しのはら産科婦人科医院
㈱島田自動車学校　鈴木内科医院　サカイ産業㈱　㈱富士塗料商会　㈱大塚
㈱ベルスター・スズキ　㈱エーピーアイ　藤本外科医院　乾モーター㈱　㈱トップランド　
㈱塚本工務店　㈱朝日園　㈱大鉄アドバンス　大井川鐵道㈱　大井川農業協同組合五和支店
まるよん製茶㈱　㈱大井川電機製作所　大井建設㈱　㈱河徳商店　川根ガス㈱　白瀧製茶㈱
森林組合おおいがわ　医療法人社団家山鈴木医院　高橋建設㈱　又平歯科医院　㈲パルスオート
㈱松井測量設計事務所　㈲明工電気　㈱八木自動車　吉川歯科クリニック　たばこや食堂
㈱原小組　三村建設㈱　㈱三浦製菓　㈱田崎組　ダイドービバレッジサービス㈱静岡第三営業所
㈱カワジリ　㈱共立アイコム　㈱食鮮館タイヨー　㈱トヨタレンタリース静岡　松本印刷㈱
大井川重機㈲　㈱あがた造作所　㈱エクノスワタナベ　神座自動車工業㈲　㈱アーク東海
大井川農業協同組合島田支店　ケージーケー㈱　矢崎計器㈱島田製作所　㈱共栄社　望月運輸㈱
㈲増田電化工場　島田掛川信用金庫島田本店営業部　龍月堂　清水銀行島田支店　大河原建設㈱
㈲高雄　新東海製紙㈱　島田不動産㈱　㈱中林建設　櫻井資源㈱　島田防災設備㈱　㈱北川建具
㈲佐藤設備　広住自動車㈱　丸尾興商㈱島田支社　㈱サワムラ事務器　㈱成岡工業
エースクリーニング㈱　㈱清水屋　㈲平和タクシー　㈲五平　㈲堺ボデ－　よしとみクリニック
まごころ弁当島田店　髙橋電気工業㈱　あかり㈱　静岡県労働金庫島田支店
トヨタカローラ東海㈱島田店　㈱エコワーク　新東海ロジスティクス㈱
㈱アキタファインブランキング　㈱ナガサワ　㈱島田電機舎　㈱紀文食品静岡工場
味の素食品㈱静岡工場　㈱丸紅　山岸運送㈱　合同会社株木平　㈲金谷環境　ナカダ産業㈱
㈱金谷工務店　㈱中部衛生検査センター　アクトホーム㈱　㈱オーイシ　㈱尾坂工務店
西東石油㈱　㈱特種東海フォレスト　沼津熔銅㈱　㈲齋藤技研　㈲北川商会　㈱アルファ
㈱川根町温泉　㈲駿遠モータース商会　㈱ナカヤ　大井川農業協同組合川根南支店
㈲ブライダルアドバンスオキ　㈲八木製作所　㈱オカムラ　増田運送㈱　東京医薬紙器㈱
シミックCMO㈱　㈱宮村鐵工所

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



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。

ふくし川柳、しあわせフォトコンテスト参加者募集

外出支援普及啓発講座
～地域での支えあいによる外出支援の取り組みを考えてみませんか～
　住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域での支えあ
いによる外出支援の取り組みが必要となっています。なぜ、取り組
みが必要なのか、事例も交えて紹介をしていきます。

【対象者】地域での支えあい活動による外出支援に関心のある方
【日　時】令和２年11月19日（木）　午後２時から午後３時３０分まで
【会　場】プラザおおるり３階　大会議室
【内　容】講義、事例紹介　
・今  なぜ地域での支えあい活動による外出支援が必要か
・静岡県内や島田市内での支えあい活動による取り組みの紹介
【申込み】11月16日（月）までに島田市社協にご連絡ください。

　“ふくし”をテーマにした川柳と写真を募集しています。
みなさんが考える“ふくし”を川柳や写真でぜひ表現してみてください。
★抽選で48名様に社協オリジナルグッズ、優秀作品者には景品をプレゼント！
募集期間　令和２年８月27日(木)～10月16日（金）
〇ふくし川柳
　人と人の「つながり」をテーマにした川柳を募集します。
〇しあわせフォトコンテスト
　人の思いやりや優しさを感じる場面、多世代でふれあう場面をテーマに撮影された写真を募集します。
応募方法　募集チラシの応募用紙欄へ必要事項を記入して（フォトは写真を添えて）社協へ提出してください。
　　　　（窓口、郵送、QRコードで受付けています。川柳はFAXでも受け付けています。）

ふくし川柳 QR コードチラシ QR コード
( 社協ホームページ )

しあわせフォト QR コード
( 社協メール )

詳しい応募規定は募集チラシでご確認ください。※募集チラシは下記QRコードからダウンロードできます。

優秀作品は11/9（月）
社協YouTubeの

ふれあい広場ヒストリー動画
にて発表!!

ふくし体験学習「手紙で地域とつながろう！」
　新型コロナウイルスの影響で、人と人との関わりが少なくなっ
ている中、手紙を通して、地域のお年よりや障がいのある方とつ
ながりましょう！

【対 象 者】小学４年生から高校生
【申込締切】10月23日（金）
※申し込みをいただいた方へ、手紙セットと返信用封筒を送付
しますので、下のぬり絵をぬり、メッセージを書いて島田市社協
へ返送してください。
※いただいた手紙は送り先を調整し、11月頃に地域へお届けします。

令和２年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」申請書

令和２年 　　月 　　日

島田市社会福祉協議会　会長　様

歳末たすけあい事業の対象世帯に該当するので、関係書類を添えて申請します。なお、記載事項については、相違ありません。

窓口に申請書を
持ってきた方

氏　　名     （世帯主との関係    ）

電話番号

申請する人
（世帯主）

ふりがな

氏　名 生年月日

電　　話

明治・大正・昭和・平成

年　　 月　　 日㊞　

住　所 島田市

（町内会・組　　　　　　　）

棟・部屋番号まで記入すること 日中連絡がつく番号を記入すること

氏　　名 続 柄

世帯主

生年月日 職業又は
学校学年

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

円

円

円

円

円

収入（平均月額）
※必ず記入年齢

《世帯構成等》
同
意
欄

※下記「同意欄」の内容に同意する場合は各々押印する ↑

収　入　源
※該当するものに全て○

同　　意　　欄
　私は、本申請に係る審査において、島田市社会福祉協議会が次の内容を島田市へ照会し、情報を収集することに同意します。

・島田市課税課　…　市民税非課税であるかの照会　　・島田市福祉課　…　生活保護受給世帯であるかの照会
　また、年越し支援金贈呈に関し、必要に応じて私の住所、氏名等を地区担当の民生委員児童委員に開示することに同意します。

添付書類の確認
※必ず添付

※民生委員経由の場合、民生委員の署名
（署名がある場合は①～⑤のコピー添付不要）

①□児童扶養手当全部支給であることがわかる書類のコピー
②□遺族年金を受給していることがわかる書類のコピー
③□交通遺児に認定されていることがわかる書類のコピー
④□障害者手帳のコピー 
⑤□介護保険証等のコピー 
⑥□振込口座（通帳の表紙、表紙裏見開き）のコピー

1

2

3

１．ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、児童扶養手当全部支給に該当する世帯
２．ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、遺族年金受給世帯
３．令和元年度、令和２年度交通遺児育英奨学金認定者がいる世帯

《申請区分》
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

４．障害児・者のいる世帯
ア．身体障害者手帳１級・２級
５．満75歳以上の高齢者のみの世帯
６．在宅で生活している要介護者のいる世帯のうち、介護保険要介護４・５のいずれかに該当する世帯

７．上記１～６以外で、市内在住で経済的に困窮している世帯  ※事務局審査で支援対象か決定します。

イ．療育手帳Ａ・Ｂ ウ．精神障害者保健福祉手帳１級・２級〇 〇

金融機関名

口 座 番 号

銀行　信用金庫　　　　　　　  本店　支店
農協　労働金庫　　　　　　　  支所　出張所 口座種類 普通　　当座　　貯蓄

フリガナ

口座名義

《振込先情報》 ※必ず通帳のコピーを提出してください。（通帳：表紙、表紙裏見開き）

令和2年度　島田市社会福祉大会
【日　時】 令和２年11月27日（金）
　　　　 午後１時30分から午後４時まで

【会　場】プラザおおるり３階　大会議室・第3多目的室
〇 式典　島田市社会福祉協議会会長表彰
〇 ミニシンポジウム
「子どもの“ふくし”の心を育む～人とふれあいが
　限られる中、子どもたちに今伝えていきたいこと～」

後日
島田市社協

YouTubeにて配信！

介護者のつどい

介護教室

 日頃介護する中で感じたことや困ったことなど何でも意見
交換しませんか？
　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】島田市社会福祉協議会　本所３階　多目的室
【時　間】午前10時から午前11時30分まで

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

【会　場】島田市社会福祉協議会　本所３階　多目的室
【時　間】午前10時から午前11時30分まで

 【開催日】 【内容】（予定）
  ９月24日（木） 介護のお悩み相談会
 10月27日（火） 顔ヨガ・チェアヨガ
 12月10日（木） 楽しい工作（お正月飾り作り）

 【開催日】 【内容】（予定）
11 月 10 日（火） （講話）「在宅介護が安心してできる介護のコツ」
11 月 17 日（火） （実技）「身体に負担の少ない介助の仕方」

6みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



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。

ふくし川柳、しあわせフォトコンテスト参加者募集

外出支援普及啓発講座
～地域での支えあいによる外出支援の取り組みを考えてみませんか～
　住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域での支えあ
いによる外出支援の取り組みが必要となっています。なぜ、取り組
みが必要なのか、事例も交えて紹介をしていきます。

【対象者】地域での支えあい活動による外出支援に関心のある方
【日　時】令和２年11月19日（木）　午後２時から午後３時３０分まで
【会　場】プラザおおるり３階　大会議室
【内　容】講義、事例紹介　
・今  なぜ地域での支えあい活動による外出支援が必要か
・静岡県内や島田市内での支えあい活動による取り組みの紹介
【申込み】11月16日（月）までに島田市社協にご連絡ください。

　“ふくし”をテーマにした川柳と写真を募集しています。
みなさんが考える“ふくし”を川柳や写真でぜひ表現してみてください。
★抽選で48名様に社協オリジナルグッズ、優秀作品者には景品をプレゼント！
募集期間　令和２年８月27日(木)～10月16日（金）
〇ふくし川柳
　人と人の「つながり」をテーマにした川柳を募集します。
〇しあわせフォトコンテスト
　人の思いやりや優しさを感じる場面、多世代でふれあう場面をテーマに撮影された写真を募集します。
応募方法　募集チラシの応募用紙欄へ必要事項を記入して（フォトは写真を添えて）社協へ提出してください。
　　　　（窓口、郵送、QRコードで受付けています。川柳はFAXでも受け付けています。）

ふくし川柳 QR コードチラシ QR コード
( 社協ホームページ )

しあわせフォト QR コード
( 社協メール )

詳しい応募規定は募集チラシでご確認ください。※募集チラシは下記QRコードからダウンロードできます。

優秀作品は11/9（月）
社協YouTubeの

ふれあい広場ヒストリー動画
にて発表!!

ふくし体験学習「手紙で地域とつながろう！」
　新型コロナウイルスの影響で、人と人との関わりが少なくなっ
ている中、手紙を通して、地域のお年よりや障がいのある方とつ
ながりましょう！

【対 象 者】小学４年生から高校生
【申込締切】10月23日（金）
※申し込みをいただいた方へ、手紙セットと返信用封筒を送付
しますので、下のぬり絵をぬり、メッセージを書いて島田市社協
へ返送してください。
※いただいた手紙は送り先を調整し、11月頃に地域へお届けします。

令和２年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」申請書

令和２年 　　月 　　日

島田市社会福祉協議会　会長　様

歳末たすけあい事業の対象世帯に該当するので、関係書類を添えて申請します。なお、記載事項については、相違ありません。

窓口に申請書を
持ってきた方

氏　　名     （世帯主との関係    ）

電話番号

申請する人
（世帯主）

ふりがな

氏　名 生年月日

電　　話

明治・大正・昭和・平成

年　　 月　　 日㊞　

住　所 島田市

（町内会・組　　　　　　　）

棟・部屋番号まで記入すること 日中連絡がつく番号を記入すること

氏　　名 続 柄

世帯主

生年月日 職業又は
学校学年

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

円

円

円

円

円

収入（平均月額）
※必ず記入年齢

《世帯構成等》
同
意
欄

※下記「同意欄」の内容に同意する場合は各々押印する ↑

収　入　源
※該当するものに全て○

同　　意　　欄
　私は、本申請に係る審査において、島田市社会福祉協議会が次の内容を島田市へ照会し、情報を収集することに同意します。

・島田市課税課　…　市民税非課税であるかの照会　　・島田市福祉課　…　生活保護受給世帯であるかの照会
　また、年越し支援金贈呈に関し、必要に応じて私の住所、氏名等を地区担当の民生委員児童委員に開示することに同意します。

添付書類の確認
※必ず添付

※民生委員経由の場合、民生委員の署名
（署名がある場合は①～⑤のコピー添付不要）

①□児童扶養手当全部支給であることがわかる書類のコピー
②□遺族年金を受給していることがわかる書類のコピー
③□交通遺児に認定されていることがわかる書類のコピー
④□障害者手帳のコピー 
⑤□介護保険証等のコピー 
⑥□振込口座（通帳の表紙、表紙裏見開き）のコピー

1

2

3

１．ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、児童扶養手当全部支給に該当する世帯
２．ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、遺族年金受給世帯
３．令和元年度、令和２年度交通遺児育英奨学金認定者がいる世帯

《申請区分》
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

４．障害児・者のいる世帯
ア．身体障害者手帳１級・２級
５．満75歳以上の高齢者のみの世帯
６．在宅で生活している要介護者のいる世帯のうち、介護保険要介護４・５のいずれかに該当する世帯

７．上記１～６以外で、市内在住で経済的に困窮している世帯  ※事務局審査で支援対象か決定します。

イ．療育手帳Ａ・Ｂ ウ．精神障害者保健福祉手帳１級・２級〇 〇

金融機関名

口 座 番 号

銀行　信用金庫　　　　　　　  本店　支店
農協　労働金庫　　　　　　　  支所　出張所 口座種類 普通　　当座　　貯蓄

フリガナ

口座名義

《振込先情報》 ※必ず通帳のコピーを提出してください。（通帳：表紙、表紙裏見開き）

令和2年度　島田市社会福祉大会
【日　時】 令和２年11月27日（金）
　　　　 午後１時30分から午後４時まで

【会　場】プラザおおるり３階　大会議室・第3多目的室
〇 式典　島田市社会福祉協議会会長表彰
〇 ミニシンポジウム
「子どもの“ふくし”の心を育む～人とふれあいが
　限られる中、子どもたちに今伝えていきたいこと～」

後日
島田市社協

YouTubeにて配信！

介護者のつどい

介護教室

 日頃介護する中で感じたことや困ったことなど何でも意見
交換しませんか？
　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】島田市社会福祉協議会　本所３階　多目的室
【時　間】午前10時から午前11時30分まで

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

【会　場】島田市社会福祉協議会　本所３階　多目的室
【時　間】午前10時から午前11時30分まで

 【開催日】 【内容】（予定）
  ９月24日（木） 介護のお悩み相談会
 10月27日（火） 顔ヨガ・チェアヨガ
 12月10日（木） 楽しい工作（お正月飾り作り）

 【開催日】 【内容】（予定）
11 月 10 日（火） （講話）「在宅介護が安心してできる介護のコツ」
11 月 17 日（火） （実技）「身体に負担の少ない介助の仕方」

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



第41回

応募締切
10/16
㈮まで

YouTube HP

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

令和２年９月

発行部数：34,740部

№115 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

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

初級点字講習会参加者募集
～一緒にちょこっとボランティアしませんか？～～≪秋バテ≫予防について～

介護に関する豆知識

　「福祉のまちづくりセンター」では、地域のさまざまな相談をお
受けし、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

　点訳をまっている人がいます。
　ボランティアは誰でもできます。
　“あいうえお” から覚えて、自分の名前を手点訳してみましょう。
気の長～い仲間が待っています。
楽しい仲間とちょこっとボランティアしてみませんか？

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。》

9 月１日～ 12 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

  9 月 25 日（金）
10 月 26 日（月）
11 月 25 日（水）
12 月 25 日（金）

【寄附金】
　島田市文化協会・㈱まちづくり島田　様
　明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
　ユニー株式会社アピタ島田店　様
　熊谷紀男　様
　匿名　7 名

【寄附物品】
　明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
　ユニー株式会社アピタ島田店　様
　（一社）島田青年会議所　様
　飯塚幸夫　様
　島田市老人用おむつ縫製グループ　様
　村澤衣江　様
　日赤奉仕団　川根分団　様
　川根茶業組合　川根茶業青年団　様
　大関喜代美　様
　川根消費生活　桜美会　様　
　匿名　３名

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６月１日～８月31日）

 ◎Facebook ◎LINE ◎Instagram ◎Youtube
↓島田市社協のSNS・動画配信 始めました！↓

島田市文化協会・
㈱まちづくり島田　様

大関喜代美　様
手作りマスク

　秋バテとは、真夏の生活習慣により、自律神経
などが乱れ、食欲不振や倦怠感などの不調が秋
までつづくことです。

・夏場のエアコンは有効ですが、外気との急
激な温度差に自律神経の乱れ体調不良に繋
がるケースがあります。

・冷たい物ばかり口にすると胃への負担が大
きく、それによっておこる消化機能の低下も見
られます。

・秋は冬への準備期間。栄養バランスのとれた食事を
して、生活習慣を整えておきましょう。
『夏が過ぎても油断は禁物
　　　回復に時間がかかる高齢者は要注意     』 問い合わせ先：島田市役所　福祉課（0547-36-7154）

開催日程
時 間

会 場

受 講 料
対 象

定 員

申込期限

2020年11月2日（月）、9日（月）、16日（月）、30日（月）全4回
午前10時から正午まで
島田市保健福祉センター「はなみずき」ボランティア活動室

（島田市　はなみずき通り「かしはる」前）
無料
高校生以上
5名
※コロナ感染症防止のため制限させていただきます。
2020年10月30日（金）まで

ふれあい広場特別企画
ふれあい広場

ヒストリー動画公開！
今年で 41 回目となるふれあい広場。その歴史を一挙公開！
これまでのふれあい広場を振り返るとともに、毎年どのような思いで
団体の皆さんが参加されているか取材しました★

その他の動画内容

抽選で48名様に社協オリジナルグッズ、優秀作品には景品をプレゼント！
優秀作品は動画内で発表します♪

公開日（島田市社協YouTube、HP）

令和2年11月９日㈪ぜひご覧ください♪

ふくし川柳・
しあわせフォトコンテスト

ふくし川柳
しあわせフォトコンテスト
優秀作品発表！

あの子は今！
ハイハイレースの赤ちゃん、一日社協会長は
どんな姿で成長しているでしょう？
歴代の参加者の今を追いました！

詳細は７ページをご覧下さい

8みんなで架
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