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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

　「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、地域のみなさまと連携・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～５月 31 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前８時30分～午後５時

○司法書士による
　権利擁護相談【要予約】
　午後１時30分～午後４時30分

会場

社協事務所

相談日
月～金曜日

※土日祝日を除く

4月 26日（月）
５月25日（火）

【寄附金】
　宮﨑利彦　様
　正覚寺　様
　匿名７件

【寄附物品】
　ユニー㈱アピタ島田店　様
　舟原敬雄　様
　第一生命労働組合浜松支部　様
　川根消費生活　桜美会　様
　匿名５件

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３年１月４日～３月31日）

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

島田市初！市民後見人誕生！
　市民後見人は、支援を必要とする人にとって身近で
親しみがあることで、きめ細やかな後見活動を行うこ
とができるという “市民としての専門性” を活かした
権利擁護支援と、支援を必要とする人を社会全体で支
え合う共生社会の実現に向けた重要な担い手として期
待されています。この度、島田市において市民後見人
第１号が誕生しましたので、ｐ４～５の特集でご紹介
します。

　島田市社協では、ボランティアを行う方の「ボランティア保険」を受
け付けております。ボランティア活動中の事故やケガに備えて保険に
加入しましょう。

※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。

※補償期間は、加入日の翌日から令和 4 年 3 月 31 日までです。
※基本プランは、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

令和３年度ボランティア保険のご案内

～ボランティア行事のための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（保険料は郵便局で振込）

申請書類は社会福祉協議会窓口にあります。
ご不明な点はお問い合わせください。

ボランティア行事保険

Aプラン
日帰り行事
28円/人

行事内容により異なる
最低保険料
560円

行事内容により異なる
参加者名簿必須（氏名・住所・連絡先）

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

正覚寺　様

だより

介護の豆知識
介護予防とは・・・今持っている機能を維持する事。
高齢になると、下肢筋肉の低下が転倒につながります
☆足腰の筋力に効果のある体操を紹介します。
①椅子に深く腰掛け、足を伸ばし、

つま先を前と上に動かす
（左右交互に４回）

②椅子に浅く腰掛ける。上体は少しそら
せ、その後前かがみになり立ち上がる
（10回）
効果…太ももの前とふくらはぎの筋肉を

鍛えれば、転ぶのを防ぐことがで
きる。

③椅子の後ろに立ち、足を上、下、左右に開く
（各10回）
効果…お尻の後ろと太ももの後ろの筋肉を鍛えれ

ば、きれいな姿勢で歩くことができる。



令和 3年度はWith コロナを意識しながら、複合的な課題を持つ方への支援や SNS の積極的な活用を継続し
て行い、また新型コロナウイルス感染症の終息後を見据え、新しい生活様式の中で活動ができるように事業の
展開をしていきます。

事
業
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

会費収入 9,898,000 円
事業収入 6,631,000 円
県・市補助金 71,303,000 円
受託金 132,410,000 円
共同募金 13,704,000 円
介護保険事業収入 228,885,000 円
障害福祉サービス等事業収入 16,638,000 円
その他 2,417,000 円
合計 481,886,000 円

令
和
３
年
度
予
算
…

広報育成活動の推進
　市民への福祉啓発、福祉教育の実施、ボラ
ンティア活動の推進を図ります。

≪主な事業名≫
ふれあい広場、福祉教育推進事業、災害ボラ
ンティアセンター

生活支援の実施
　経済的な課題を抱える家庭の相談に応じ、
必要に応じた支援をします。

≪主な事業名≫
福祉総合相談、資金貸付、歳末たすけあい運動

在宅福祉サービスの提供
（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
護やサービス計画の作成などを展開します。
（３）独自事業
　介護保険対象外生活支援サービスとして、高
齢者の生活を支援するサービスを提供します。
（４）介護職員初任者研修
　島田市内の介護職員人材不足を解消し、就
労支援を行います。

地域福祉活動の推進
　地域で行われる福祉活動の推進や補助金、
助成金の交付等により活動を支援します。

≪主な事業名≫
小地域福祉活動推進連絡会、各種団体補助金

権利擁護の実施
　権利擁護に関する相談に応じることや、市
社協が法人として後見業務を行います。

≪主な事業名≫
権利擁護相談、法人後見

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
めの支援や成年後見支援センターなど権利擁
護に関する支援体制を整備します。
（２）静岡県社会福祉協議会からの委託事業
　判断能力が不十分な方に対し、福祉サービ
スの利用援助や日常的な金銭管理を行いま
す。

法人運営
（１）評議員会、理事会、監査の実施
（２）会員・会費制度の取り組み
（３）各種研修の実施
（４）地域福祉活動計画の策定
（５）関係団体との連携
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◆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
　本計画は、令和２年度に策定予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
現計画を１年延長しました。
　策定にあたっては、地域住民や現場の活動者
からの意見などを参考に現在の計画の見直しを
行い、これからの島田市の地域福祉の方向性を
定め、必要な事業を計画します。

◆島田市内社会福祉法人との連携強化
　全国的に社会福祉協議会の役割の１つとして、
社会福祉法人と連携した地域福祉活動の推進等
が求められています。
　今年度は、既に社会福祉法人と連携した取組
を展開している市町の調査や研究を進め、島田
市内の社会福祉法人と連携して取り組むことが
できる事業の創出を目指します。

◆福祉課題を抱える世帯への総合的な支援の拡大
　福祉課題を抱える世帯には、生活困窮状態や
介護・子育てなどの複合的な課題を抱える世帯
があります。島田市社協では、生活困窮者自立
相談支援事業、成年後見支援センター、地域包
括支援センターに加え、居宅介護支援や訪問介
護などの社協内の職員間の連携強化を継続し、
総合的で効果的な支援を行うとともに、地域へ
も働きかけ「たすけあいの地域づくり」を目指
します。

◆デジタル化や情報発信の強化
　インターネットや SNS を活用した情報発信を
強化し、市民が利用しやすく、そして福祉情報
を得やすくするためにホームページをリニュー
アルします。
　また、文書事務のデジタル化の推進、市民や
団体からの各種申請や報告をはじめ、職員の事
務処理の省力化や簡素化を目指します。

◆介護報酬改定への対応及び在宅福祉サービスの提供
　安定した経営を目指すため、収入増に向けた取組や各職員が「やりがい」を持って職務にあたるこ
とができるよう、各事業において目標を設定します。そして、介護保険や障害福祉サービスが目指す「自
立支援」「重症化防止」に向けて、利用者の特性や家庭環境などを踏まえたサービス提供をします。

特
記
事
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◆しまだ事業所の機能強化
　令和３年度から、ケアマネジャーを２階に配置し、ホームヘルパーとケアマネジャーの情報伝達が
円滑に出来るようにし、利用者へのサービス向上を目指します。

≪１階≫
　総務班、広報育成班、地域福祉活動推進班、
　権利擁護推進班、生活支援班
≪２階≫
　在宅福祉サービス班
　しまだ事業所
　　居宅介護支援（ケアマネジャー）、訪問入浴介護
　　訪問介護及び居宅介護（ホームヘルパー）、特定相談支援

◆地域包括支援センターの運営体制の変更
　令和３年４月より、川根中学校区地域包括支
援センターを金谷中学校区地域包括支援セン
ターのサブセンターへ変更し、「金谷・川根中学
校区地域包括支援センター」として運営します。

◆３市１町成年後見推進事業の受託
　近隣の焼津市、藤枝市及び川根本町と連携し
成年後見制度の普及促進や担い手の育成のため、
事業を進めていきます。
≪主な業務≫
３市１町成年後見推進委員会
市民後見人養成講座

令和 3年度

島田市社協の取り組み

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



地域における権利擁護と地域共生社会実現の担い手「市民後見人」
市民だからこその“強み”を活かす

島田市における市民後見人第１号！！
八巻敏子さん（大柳）にインタビュー

◎市民後見人を目指した理由は何ですか？
　私は、以前、親族の介護を一手に引き受けてがむしゃらに取り組んでいた時期があり
ます。親族を看取った後で、意外と公の介護や福祉のサービスがあることを知ったんです。
私はそういうのを全く知らなかったので、全部背負ってやってきたんですけど、「私の様
に福祉の援助を知らずに、一人で抱え込んでいる人は他にもいるんじゃないか」と思うと、
その人たちに「もっと肩の荷を下ろして。周りをゆっくり見渡せば、もっといろんな支
えがあるよ」という事を知って欲しい、何か私が役に立つことはないだろうかと考え始めた時に、傾聴ボランティア活動に出会
いました。
　活動を通して、社協とのつながりができました。ある時、社協職員から声がかかり、日常生活自立支援事業（判断能力に不安
のある方が安心して地域生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行う事業）の生活支援員をすること
になりました。生活支援員は定期的に利用者の方のもとを訪問し、相談に応じたり、金銭管理のお手伝いをしたりしながら、利
用者の方の生活や身体の変化などを把握して、それを社協に報告するんですが、長くやっていると、利用者の方の困り事に対して、
社協につなげることはあっても解決に向けてお手伝いするという関わりは生活支援員にはあまりないんです。「もうちょっと相
手に関われたらいいのに…」と思っていたところに、県内で市民後見人が誕生したという新聞記事を見て、初めて市民後見人と
いうものを知りました。生活支援員よりももっと相手の方に寄り添って活動できることに魅力を感じて、市民後見人を目指そう
と思いました。

◎市民後見人としての活動の様子を教えてください。
　就任してから数か月後に被後見人が亡くなられたため、現在は活動が終了しています。お元気だった頃は、入所先の施設に月
２回訪問していました。彼女は私が会いにいくと、とても良い笑顔で私の待っているところまできてくれました。話している時
の彼女の表情の変化とか、「今日はいつもと違うな」と感じることもあるので、話をしながら彼女がどんな思いでいるのかなど
把握するようにしていました。時々「寂しい」という言葉も出てきたのですが、この「寂しい」という言葉はどこから来るんだ
ろう、と思いを馳せることもありました。
　被後見人にとって必要な各種手続きや預貯金の管理も行いましたが、監督人である社協に随時報告や助言をもらいながら、社
協と二人三脚で活動をしてきました。

◎被後見人と関わる時に大切にしていることは何ですか？
　相手が気持ちよく日常生活を送れる、よりその人らしく、より安心に生活できるように支援できると良いなと思っていました。
支援する私と支援を受けている相手との関係の中で、上から目線、上からの言葉遣いになりかねないということ、それは絶対し
てはいけないと意識しました。今、私が手を貸す側だけれど、いつかは私が手を借りなければいけない状態になる。やっぱり支
援してあげるという気持ちじゃなくて、１対１の同じ立場の人間だという思いは決して忘れてはいけないと肝に銘じていました。

◎市民後見人の活動を通して、学んだことはありますか？
　市民後見人を引き受けたからこそ被後見人に出会うことができました。彼女と穏やかな時間を一緒に過ごすことができたこと
は嬉しかったです。新型コロナウイルス感染症の影響により最期に立ち会うことは出来ませんでしたが、彼女の人生をどのよう
に受け止めてどう最期をむかえてもらうか。後見業務は本人が亡くなれば終了となりますが、法律行為のお手伝いということだ
けでなく、本人の人生に寄り添っていくことの大切さに気付くことができました。
　また、最初は自分一人の思いで養成講座を受けたのですが、後見人として活動する時には周りのフォローがすごくあるんだっ
てことを学んで、何かがあったら周りの人に、監督人に必ず相談すること。しっかりつながりながら、被後見人のためにチーム
で支援をすることの大切さを学ぶことができました。

◎市民後見人に関心のある方々にメッセージをお願いします。
　私の場合は、数か月間の市民後見人の活動でしたが、被後見人やその家族、様々な支援者、一つ一つの出会いを大事にしなが
ら、出会った皆さんに支えていただきながら最後まで頑張れたかなと思います。市民後見人は相手の人生そのものに関わるため、
確かに責任ある活動だと思いますが、自分一人で抱え込まないこと、決して「ひとりじゃない」、それは本当に大事なことだと
実感しています。多くの方に関心を持っていただいて、市民後見人が地域に根付いていくと良いなと思います。
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地域における権利擁護と地域共生社会実現の担い手「市民後見人」
市民だからこその“強み”を活かす

　認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断をすることに難しさや不安のある人が、その人らしく安心して日常生活を
送ることができるために、成年後見人等が法律的にサポートする制度が「成年後見制度」です。成年後見人等の役割は、本人（被後見
人等）の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮したうえで、本人に代わって財産管理や必要な契約を結ぶなどの法律行為を行う
ことによって支援します。例として、通帳の保管や各種支払いをはじめ書類の確認や手続き、入院・施設入所・福祉サービス利用のた
めの契約、そして不利益な契約の取り消しなどを行います。
　認知症高齢者の増加や障がいのある人の地域生活への移行が進む中、島田市においても判断能力が不十分な人に対する支援の需要が
高まっており、その担い手として、市民後見人の活躍が期待されています。

市民後見人を目指すには…
　市民後見人として活動するためには、成年後見制度や地域福祉に関する幅広い分野の知識と、権利擁護に対する理解を深め、支
援をするための姿勢を身につけることが重要になります。
　そのためには、自治体等が実施する「市民後見人養成講座」を受講することが必要です。また、講座受講後は、一定期間、現場
での実務経験を積んでいただくこととなります。
（養成講座受講により、成年後見人等の資格が取得できるわけではありません。）

第５期「市民後見人養成講座」を開催します。
　島田市では、焼津市、藤枝市、川根本町とともに市民後見人の育成を進めています。令和３年度は島田市
を会場として養成講座を開催します。

市民後見人養成講座の流れ（予定）
事前説明会

　　　　 受講者選考（書類・面接）
　
市民後見人養成講座 　　　

基礎講座
４日間・20時間（各 10:00 ～ 16:00）　　　　　定員：20人
会場：島田市民総合施設プラザおおるり
１ 令和３年７月 28日（水） ３ 令和３年８月 18日（水）
２ ８月 ４日（水） ４ ８月 25日（水）
【内容】	 ・成年後見制度の概要	 ・市民後見人活動の実際
	 ・制度対象者の理解と関わり方	 ・演習

　　　　 中間評価（面接）

実務講座
７日間・33時間（各 10:00 ～ 16:00）
会場：島田市民総合施設プラザおおるり
１ 令和３年９月 29日（水） ５ 令和３年９月～ 10月

施設体験実習２ 10月 ６日（水） ６
３ 10月 13日（水） ７ 10月 27日（水）
４ 10月 20日（水）

【内容】	 ・高齢者、障がい者を支える制度	 ・施設体験実習
	 ・法律の基礎知識	 ・演習
	 ・成年後見実務の理解

　　　　 養成講座修了時審査（レポート・面接）

実務経験 　１年程度、実務を経験します。

　　　　 最終審査（レポート・面接）

市民後見人候補者登録
　登録後、家庭裁判所から選任されると市民後見人としての活動が開始します。（選
任されるまでは、実務経験を継続します。）

養成講座受講を希望する方は、
� 参加が必須です。

市民後見人養成講座事前説明会
　
【日時・会場】
①令和３年５月 22日（土）10:00 ～ 12:00
　島田市民総合施設プラザおおるり
　３階　第三多目的室
②令和３年５月 25日（火）10:00 ～ 12:00
　焼津市総合福祉会館（焼津市大覚寺三丁目２－２）
　３階　大会議室
【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方

【内容】
◦市民後見人の概要、役割、登録までの流れ
◦養成講座の概要、受講要件、注意事項　等
【申込み】
５月 14日（金）までに島田市社会福祉協議会へ
電話またはインターネットでお申込みください。
https://forms.gle/sVnonFWNhi8knyx86

　島田市から委託を受けて、島田市社会福祉
協議会内に「成年後見支援センター」を開設
しています。成年後見制度の利用や申立ての
方法などのご相談を受け付けています。ご活
用ください。

関心のある
方は

ぜひ御参加

ください。

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。

介護者のつどい
 日頃介護する中で感じたことや困ったことなど何でも気軽
におしゃべりしませんか？
　どなたで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

４月27日
５月26日
６月24日

情報交換会・交流　簡単な体操
健康講座
交流レクリエーション　

【開催日】 【内容】（予定）  

レクリエーションなどを通してリフレッシュしましょう。

学校で！地域で！企業で！
福祉出前講座のご案内

　島田市を「誰もが住みやすいま
ち」にするために、「ふだんのくらし
のしあわせ」をテーマに、様々な人た
ちのことを知り、「ふくし」について
学びましょう！
　島田市社協では様々なプログラム
を用意しています。お気軽にご相談
ください♪
【プログラム例】
・「ふくし」とは？　・高齢者疑似体験
・災害ボランティア
・視覚、聴覚、身体障がいについて
・車いす体験
・障がいスポーツ体験等
・盲導犬について　　　　　など

福祉定期セミナー動画のご紹介

　新型コロナウイルスについての正
しい知識を理解するため、地域で
福祉活動を行う皆様が、活動を再
開・展開していただくためにどのよ
うな対策が必要か参考にしていた
だくために、動画及び冊子を作成
しました。
　動画はYouTubeで公開している
他、DVDで貸出をし
ていますので、興味
のある方はお気軽に
ご連絡ください♪

おうちでできるボランティア
　島田市社協では自宅にいながらでき
る「おうちでちょこボラセット」をお渡
ししています。ご自宅でできる気軽なボ
ランティア活動です。皆さんもはじめて
みませんか？
【セット内容】
☆使用済み切手の整理・仕分けセット
①セットに入っている切手の周囲を5㎜
～１㎝余白を残して切る。
②破れている切手や紙から剥がれてい
るものを除く。
③未使用のものや外国切手が混ざって
いたら別に分ける。
☆施設へ提供するウエスづくりのボラ
ンティアも募集しています。材料はご
用意します。

収集ボランティア
＜あつめるボランティア＞ 収集活動にご協力いただいた皆様

＜整理するボランティア＞

居場所「はーとちゃん家」について
　令和３年４月から実施方法を次のとおり変更しました。

　【日　時】　毎週水曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前10時から正午まで
【場　所】　第一生命島田ビル
　　　　　　（島田市中央町16-1）
【内　容】　折り紙、体操など
【参加費】　無料

♡自由に過ごすことができる温かさにあふれた場所…
それが「居場所」です。

お気軽にお問合せ、ご参加ください♡

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

収益金を日本盲導犬協会へ寄附します
被災地の学校等へ寄附し、学用品の購入等に
あてられます
JCV(ポリオワクチン)と緑の羽根募金、日本盲
導犬協会へ寄附します
切手に交換し、地域福祉活動事業で活用します
収益金を日本盲導犬協会へ寄附、地域福祉活
動事業で活用します

収集物品 活用方法

 毎月1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。はさみがあればできるボランティアです。
　活動時間は自由ですので、お気軽にお越しください。
【日　　時】 毎月第4水曜日　9時30分～11時30分
【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：切手の周りを切り揃える
 ベルマーク：企業番号に仕分けをする
【持 ち 物】 はさみ

（1月号未掲載先）
・島田ライオンズクラブ様
・ワークセンターコスモス様
・島田市遺族会様
・NPO法人こころ様
・フリースペース・うぇるび～様
・大津地区社会福祉協議会様
・島田第一地区民生委員児童委員協議会様
・神谷城自治会様
・川根小学校様
・金谷中学校様
・初倉中学校様
・湯日小学校様
・五和小学校様
・金谷小学校様
　　　（順不同）
　　　　　　　　　

新型コロナウイルスの基礎知識
と感染予防対策について

問い合わせ先：0547-35-6244

ICT を活用した災害ボランティアセンター訓練
　令和３年３月 13日（土）大規模災害時に開設される災害ボランティアセンター（以下、センター）の立ち上げ・
運営訓練を行いました。
　島田市社協では、静岡県社会福祉協議会と協働で、センターの運営に情報通信技術（ICT）を活用して円滑な支
援につなげるために、株式会社サイボウズの kintone（キントーン）を使ってアプリを開発しています。
　今回の訓練では、静岡県初の実証実験を兼ねて、アプリを使ったセンター設置から支援開始までの訓練を実施し
ました。訓練には、島田市災害ボランティアコーディネーターの他、昨年 12月に災害時支援協定を締結した島田
青年会議所と川根本町社協など 40名が参加し、アプリを使ったニーズ受付訓練と市内 11か所を訪問して現地調
査結果を入力する訓練を行い、改善点について意見交換を行いました。

　今回の訓練では、大勢の方々が参加をしてくださいました。これからも多くの方々がセンターの運営に協力して
くださるよう、訓練参加者の意見を参考にしてアプリの開発をすすめていきます。
　災害時のセンターの運営では、これまでの被災地の現状から多くのニーズとボランティアの調整が必要であり、
センター職員がその膨大な事務処理に追われることがありました。ICTの活用により事務処理の効率化を図ること
ができ、そして、被災地現場のニーズ把握等に注力し、被災された方々の生活の再建、復旧のスピードを早めるこ
とができると期待しています。

　ニーズ受付訓練では、電話で依頼内容を聞
き取り、パソコンからアプリへ情報を入力し
ました。
　ここで入力された情報が次の現地調査やボ
ランティアの調整にも反映される仕組みに
なっています。これにより、情報が一つにま
とまり、各班で同じ情報を何度も転記してき
た事務処理の簡略化を図ることができます。
　訓練参加者からは、聞き取り項目の簡略化
や選択肢の明確化、対応のマニュアルの必要
性等について意見をいただきました。

　現地調査訓練では、実際にニーズ受付で依頼のあった場所へ、ス
マートフォンをもって訪問調査に出かけました。地域の方々にニー
ズの依頼主として、調査にご協力いただきました。
　訪問先でスマートフォンへ現地の情報を入力し、現場の写真を登
録することにより、本部へ情報が登録されます。スマートフォンの
活用により、地図アプリをナビにして現場へ向かうことができ、現
地から登録できることで情報の共有がスムーズになることが期待さ
れます。
　訓練参加者からは、入力した情報が確かに登録されているかわか
りにくいことや、地図アプリで表示された道が災害で通行不可であ

ることを共有できる仕組みがあると良いなどご意見をいただきました。

ニーズ受付訓練

現地調査訓練

家屋の被害状況を

教えて下さい

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。

介護者のつどい
 日頃介護する中で感じたことや困ったことなど何でも気軽
におしゃべりしませんか？
　どなたで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

４月27日
５月26日
６月24日

情報交換会・交流　簡単な体操
健康講座
交流レクリエーション　

【開催日】 【内容】（予定）  

レクリエーションなどを通してリフレッシュしましょう。

学校で！地域で！企業で！
福祉出前講座のご案内

　島田市を「誰もが住みやすいま
ち」にするために、「ふだんのくらし
のしあわせ」をテーマに、様々な人た
ちのことを知り、「ふくし」について
学びましょう！
　島田市社協では様々なプログラム
を用意しています。お気軽にご相談
ください♪
【プログラム例】
・「ふくし」とは？　・高齢者疑似体験
・災害ボランティア
・視覚、聴覚、身体障がいについて
・車いす体験
・障がいスポーツ体験等
・盲導犬について　　　　　など

福祉定期セミナー動画のご紹介

　新型コロナウイルスについての正
しい知識を理解するため、地域で
福祉活動を行う皆様が、活動を再
開・展開していただくためにどのよ
うな対策が必要か参考にしていた
だくために、動画及び冊子を作成
しました。
　動画はYouTubeで公開している
他、DVDで貸出をし
ていますので、興味
のある方はお気軽に
ご連絡ください♪

おうちでできるボランティア
　島田市社協では自宅にいながらでき
る「おうちでちょこボラセット」をお渡
ししています。ご自宅でできる気軽なボ
ランティア活動です。皆さんもはじめて
みませんか？
【セット内容】
☆使用済み切手の整理・仕分けセット
①セットに入っている切手の周囲を5㎜
～１㎝余白を残して切る。
②破れている切手や紙から剥がれてい
るものを除く。
③未使用のものや外国切手が混ざって
いたら別に分ける。
☆施設へ提供するウエスづくりのボラ
ンティアも募集しています。材料はご
用意します。

収集ボランティア
＜あつめるボランティア＞ 収集活動にご協力いただいた皆様

＜整理するボランティア＞

居場所「はーとちゃん家」について
　令和３年４月から実施方法を次のとおり変更しました。

　【日　時】　毎週水曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前10時から正午まで
【場　所】　第一生命島田ビル
　　　　　　（島田市中央町16-1）
【内　容】　折り紙、体操など
【参加費】　無料

♡自由に過ごすことができる温かさにあふれた場所…
それが「居場所」です。

お気軽にお問合せ、ご参加ください♡

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

収益金を日本盲導犬協会へ寄附します
被災地の学校等へ寄附し、学用品の購入等に
あてられます
JCV(ポリオワクチン)と緑の羽根募金、日本盲
導犬協会へ寄附します
切手に交換し、地域福祉活動事業で活用します
収益金を日本盲導犬協会へ寄附、地域福祉活
動事業で活用します

収集物品 活用方法

 毎月1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。はさみがあればできるボランティアです。
　活動時間は自由ですので、お気軽にお越しください。
【日　　時】 毎月第4水曜日　9時30分～11時30分
【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：切手の周りを切り揃える
 ベルマーク：企業番号に仕分けをする
【持 ち 物】 はさみ

（1月号未掲載先）
・島田ライオンズクラブ様
・ワークセンターコスモス様
・島田市遺族会様
・NPO法人こころ様
・フリースペース・うぇるび～様
・大津地区社会福祉協議会様
・島田第一地区民生委員児童委員協議会様
・神谷城自治会様
・川根小学校様
・金谷中学校様
・初倉中学校様
・湯日小学校様
・五和小学校様
・金谷小学校様
　　　（順不同）
　　　　　　　　　

新型コロナウイルスの基礎知識
と感染予防対策について

問い合わせ先：0547-35-6244
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社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

令和３年４月

発行部数：34,718部

№117 みんなで架けよう幸福の橋

み ふな しくのん

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

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

　「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、地域のみなさまと連携・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～５月 31 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前８時30分～午後５時

○司法書士による
　権利擁護相談【要予約】
　午後１時30分～午後４時30分

会場

社協事務所

相談日
月～金曜日

※土日祝日を除く

4月 26日（月）
５月25日（火）

【寄附金】
　宮﨑利彦　様
　正覚寺　様
　匿名７件

【寄附物品】
　ユニー㈱アピタ島田店　様
　舟原敬雄　様
　第一生命労働組合浜松支部　様
　川根消費生活　桜美会　様
　匿名５件

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３年１月４日～３月31日）

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

島田市初！市民後見人誕生！
　市民後見人は、支援を必要とする人にとって身近で
親しみがあることで、きめ細やかな後見活動を行うこ
とができるという “市民としての専門性” を活かした
権利擁護支援と、支援を必要とする人を社会全体で支
え合う共生社会の実現に向けた重要な担い手として期
待されています。この度、島田市において市民後見人
第１号が誕生しましたので、ｐ４～５の特集でご紹介
します。

　島田市社協では、ボランティアを行う方の「ボランティア保険」を受
け付けております。ボランティア活動中の事故やケガに備えて保険に
加入しましょう。

※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。

※補償期間は、加入日の翌日から令和 4 年 3 月 31 日までです。
※基本プランは、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

令和３年度ボランティア保険のご案内

～ボランティア行事のための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（保険料は郵便局で振込）

申請書類は社会福祉協議会窓口にあります。
ご不明な点はお問い合わせください。

ボランティア行事保険

Aプラン
日帰り行事
28円/人

行事内容により異なる
最低保険料
560円

行事内容により異なる
参加者名簿必須（氏名・住所・連絡先）

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

正覚寺　様

だより

介護の豆知識
介護予防とは・・・今持っている機能を維持する事。
高齢になると、下肢筋肉の低下が転倒につながります
☆足腰の筋力に効果のある体操を紹介します。
①椅子に深く腰掛け、足を伸ばし、

つま先を前と上に動かす
（左右交互に４回）

②椅子に浅く腰掛ける。上体は少しそら
せ、その後前かがみになり立ち上がる
（10回）
効果…太ももの前とふくらはぎの筋肉を

鍛えれば、転ぶのを防ぐことがで
きる。

③椅子の後ろに立ち、足を上、下、左右に開く
（各10回）
効果…お尻の後ろと太ももの後ろの筋肉を鍛えれ

ば、きれいな姿勢で歩くことができる。

8みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋


