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　権利擁護推進班、生活支援班
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◎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　

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

※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。

この広報誌へのご意見を
お聞かせください。

社協のHP・SNSは
こちら↓

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

～老化によるもの忘れと認知症のちがい～

ホームページリニューアル！

介護の豆知識

認知症の予防には・・・
①生活習慣病（血管にダメージを与える病気）を治療する
②適度な運動を習慣にする
③バランスの良い食事を摂取する
④役割や生きがいを持つ
　（人とのコミュニケーションをとり、脳の刺激をする）

などがあります。

　島田市社協では「福祉のまちづくりセンター」として様々な相談
を受け付けています。

　令和４年４月から島田市社協ホームページがリニューアルしま
した。
　みなさんの知りたい内容が見つけやすくなりました。子供向け
のキッズページもあります。ふくしをより身近に感じていただけ
るホームページです！
　新しいホームページをぜひ下記リンクからご覧ください。

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（令和４年１月４日～３月31日）

【寄附金】
宮﨑利彦 様
島田市赤十字奉仕団島田分団 様
初倉南小学校6年生 様
正覚寺 様
六合中学校 様　　匿名 10件
　　【寄附物品】
中川好子 様
第一生命労働組合浜松支部 様
ちょっとサービス(株) 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
匿名 ２件

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４年６月５日（日）
時　間：午前８時から午前10時まで
場　所：大井川河川敷　旧国１鉄橋下（金谷側）
★問い合わせ先　ボランティアふれ愛　☎４６－０２４０
★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。

正覚寺　様

ボランティア活動や地域福祉活動中の万が一の事故に備えましょう。

加入日の翌日から令和５年３月31日までの補償期間
１つの団体での加入で、他の団体での活動中も補償対象

※昨年度より変更なし
　行事実施の前日までに加入（郵便局で現金振込の場合、手数料が
かかります）

～ボランティアの活動者のための保険～
ボランティア活動保険

令和4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～

お申込みは島田市社協本所、金谷支所、川根支所へ

ボランティア行事保険

Aプラン
日帰り行事
28円

(行事内容により異なる)
560円

(行事内容により異なる)

対象
保険料

(1名あたり)

最低保険料

参加者名簿の提出
往復途上の補償

必要(氏名・住所・電話番号)
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

560円

不要
なし

老化によるもの忘れ
脳の生理的な老化

体験したことの一部を忘れる
（ヒントがあれば思い出す）

あまり進行しない
低下しない

忘れっぽいことを自覚している
支障はない

原因

もの忘れ

症状の進行
判断力
自覚
日常生活

認知症
脳の神経細胞の変化や脱落
体験したことをまるごと忘れる
（ヒントがあっても思い出せない）

だんだん進行する
低下する

忘れたことの自覚がない
支障をきたす基本プラン

350円

×

年間保険料
特定感染症

地震噴火津波によるケガ
補償開始から10日以内は対象外

天災地震補償プラン
500円

○

特定感染症重点プラン
550円
○
○

新プラン

【日時】月曜日～金曜日（土日祝日を除く）
　　　　午前8時30分から午後5時まで
〇福祉のまちづくりセンター相談
　・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寄付したい　など
〇経済的にお困りの方の相談

生活や仕事などでお困りの方を対象とした自立相談支援事業
を行っています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
〇司法書士による権利擁護相談（要予約）
　４月25日（月）　午後１時30分から午後４時30分まで
　５月25日（水）　　　　　　　　〃
　６月27日（月）　　　　　　　　〃
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community design LAB（コミュニティデザインラボ） 

コミュニティデザインラボとは・・・コミュニティデザインラボとは・・・

日々、社協に集まる相談から地域の課題を考え、
みんなの「あったらいいな」「こうなったいいな」
という想いを形にするための”みちすじ”を
様々な分野の人たちとともにデザインする＃研究所です。

どんなこと
するの？

com
munity design LABのデザイナーたち 

NPOシマシマ
加藤 潤 氏

放課後ひだまり学習教室
松浦 静治 氏

子育てサポートちょこっと
大手 理瑛 氏

が始まります！

2みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



community design LAB（コミュニティデザインラボ） 

コミュニティデザインラボとは・・・コミュニティデザインラボとは・・・

日々、社協に集まる相談から地域の課題を考え、
みんなの「あったらいいな」「こうなったいいな」
という想いを形にするための”みちすじ”を
様々な分野の人たちとともにデザインする＃研究所です。

どんなこと
するの？

com
munity design LABのデザイナーたち 

NPOシマシマ
加藤 潤 氏

放課後ひだまり学習教室
松浦 静治 氏

子育てサポートちょこっと
大手 理瑛 氏

が始まります！

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



　地域福祉を推進するためには、まず一人ひとりが福祉について関心をも
ち、正しく理解することが重要です。福祉を知る機会や学ぶ機会を充実し、
市民の福祉に対する関心を高めるとともに、理解促進を図ります。
　また、地域住民同士がふれあい、交流する機会の充実を図ることで、地域
住民同士の関係づくりを促し、生活課題や異変に気づき、早期に発見、対応
することができる環境づくりを進めます。

・ホームページの公開や動画配信による広報啓発
・子どもの福祉体験学習の実施
・各地区での懇談会や座談会の開催
・多世代交流や障害のある人との交流の機会の創出

令和３年度には、島田市の島田市地域福祉計画と合同で島田市地域福祉活動計画を策定し、令和４年度
から5年間の地域福祉の方向性や取組を示しました。令和４年度は、島田市地域福祉活動計画に基づき、
下記のとおり事業を展開してまいります。

地域のさまざまな相談を受け止め、地域のみなさまと連携・協働し、つながりづくりや問題解決のた
めのしくみづくりなど、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進します。

　ボランティア等の相談受付を幅広く行い、島田市社協での生活支援の実施、情報提供、各専門機関の紹介等を行
います。

　地区社協、ボランティア団体、個人ボランティア、市民後見人等とともに活動することや会議への出席、活動状
況の把握等を通じて各活動を支援します。
　島田市内で取組が広がっている場所については「いつでも」「だれでも」参加でき、自由に過ごすことができる
「みんなの居場所づくり」を目指して特に支援します。

　地区社協に加え、専門機関、企業、行政等をつなぎ、相互に活動や思いを理解し合える関係を築き、新たな活動
が展開できるようにネットワークを構築します。
　特に社会福祉法人については、地域の福祉課題を共有し、関係者・団体等とつながる中で、社会福祉法人として
更に地域福祉活動に取り組むことを目指します。

　地域住民が福祉に関心を持ち、理解が得られることを目指し、広報紙の発行をはじめ、SNSでの情報発信、各種
セミナーの開催、学校等での福祉教育等を実施します。
　生活支援コーディネーター活動では、地域の福祉課題を共有し、関係者・団体等をつなげる中で地域住民の理解
が多く得られることを目指します。

　記録した相談受付の事例や傾向分析から島田市社協として新たなに取り組む福祉課題を取り上げ、実態調査や他
の取組事例の調査等から研究し、新たな事業の開発を目指します。
　令和４年度は、子どもや子育て家庭への支援を検討するプロジェクト等、研究開発を進めます。研究開発の中で
は、状況に応じて、島田市への提言や協議をすることを行います。

　今後は、行政・専門機関による既存のサービスだけでなく、地域のことを
最も理解している住民自身が小地域福祉活動を進めることが重要です。
　そのため、地域を支える人材の育成やボランティア活動の推進、地域によ
る防災・減災の取組の推進等、福祉課題を解決することができる地域づくり
を進めます。

・学校外での活動の機会づくりや参加支援
・ボランティア活動者の育成
・地区社協の運営支援
・社会福祉法人と連携した福祉問題への取組
・居場所の運営支援
・見守り活動の推進
・災害ボランティアセンターの機能強化

　生活課題の多様化・複雑化に伴い、制度の狭間の問題が顕在化する中、福
祉課題を解決するためには、あらゆる福祉課題を受け止め、解決につなぐた
めの仕組みづくりが必要です。断らない相談支援により福祉課題を早期に発
見するとともに、包括的な支援体制を構築し、関係機関との連携による適切
な対応につなげます。
　また、誰もが人格や意思を尊重され、自分らしく地域で生活を送ることが
できるよう、一人ひとりの権利を守る施策の推進を図ります。

・福祉のまちづくりセンターの機能強化
・日常生活自立支援事業の実施
・生活困窮者への支援の実施

きづきあい　みとめあい　共に生きるまち　島田

基本目標１

令和４年度 重点目標

１、相談支援・生活支援の強化

３、ネットワーク強化

４、普及啓発の強化

５、研究開発の推進

２、活動支援の強化

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の収入
　　　　　　合計

9,843千円
1,770千円
71,000千円
115,309千円
2,743千円
3,811千円

231,530千円
16,394千円
658千円

467,681千円

社協が行う様々な事業に使います。
寄附者の想いを大切に使います。
事務局職員人件費及び事業費に使います。
島田市及び静岡県社協からの受託事業費です。
貸付事業の償還金収入です。
収益事業等の収入です。
介護保険事業サービスの給付費及び利用料です。
障害福祉サービス等の給付費及び利用料です。
預金利息等の収入です。

収入は、令和4年度の事業を行うために支出する予算となります。

福祉のまちづくりセンターの機能を強化していきます

福祉を身近に
感じる環境づくり

基本目標２

福祉課題を
解決することが
できる地域づくり

基本目標３

様々な困りごとを
受け止め

解決につなげる
体制づくり

令和４年度
島田市社会福祉協議会事業計画・予算

基本理念
島田市地域福祉活動計画

基本目標
島田市地域福祉活動計画

令和４年度事業内容
島田市社会福祉協議会

令和４年度 事業計画

令和４年度 予算

福祉のまちづくりセンターとは・・・
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231,530千円
16,394千円
658千円

467,681千円

社協が行う様々な事業に使います。
寄附者の想いを大切に使います。
事務局職員人件費及び事業費に使います。
島田市及び静岡県社協からの受託事業費です。
貸付事業の償還金収入です。
収益事業等の収入です。
介護保険事業サービスの給付費及び利用料です。
障害福祉サービス等の給付費及び利用料です。
預金利息等の収入です。

収入は、令和4年度の事業を行うために支出する予算となります。

福祉のまちづくりセンターの機能を強化していきます

福祉を身近に
感じる環境づくり

基本目標２

福祉課題を
解決することが
できる地域づくり

基本目標３

様々な困りごとを
受け止め

解決につなげる
体制づくり

令和４年度
島田市社会福祉協議会事業計画・予算

基本理念
島田市地域福祉活動計画

基本目標
島田市地域福祉活動計画

令和４年度事業内容
島田市社会福祉協議会

令和４年度 事業計画

令和４年度 予算

福祉のまちづくりセンターとは・・・

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



地域で何か活動したい！
もっと地域の活動を知りたい！

そんな想いをもち、初めの一歩を踏み出した方のことを
“地域プレーヤー” と呼びます。

興味のある活動がありましたら、
島田市社協　35－6244　までお問い合わせください。

始めるのって、楽しい！

新型コロナウイルスの感染症の影響により内容が変更になる場合があります。
最新情報は、ホームページをご確認ください。

【開催日】（予定）　令和4年  6月16日(木)
　　　　　　　　　　令和4年10月13日(木)
　　　　　　　　　　令和5年  2月16日(木）　　　　
【時　間】午後1時30分から午後3時まで
【会　場】島田市社会福祉協議会　本所3階　多目的室
【内　容】感じていることや困ったことなどを伝えた

り聞いたりしましょう。
【対象者】精神障がいのある方を支える家族のみなさま
【申込み】開催日の1週間前までに電話でお申込みくだ

さい

　静岡県共同募金会では、静岡県内で社会福祉を目的に
事業を行っている民間の非営利団体及び社会福祉施設の
皆さんが令和 5 年度に行う様々な福祉課題を解決するた
めの事業（介護保険事業は対象外）に助成します。

詳細は、静岡県共同募金会のホームページ
｢助成を受けたい｣に掲載の助成要綱・申請用紙をご覧く
ださい。

１　”赤い羽根”地域福祉活動支援事業（広域団体）
　対象団体：広域（複数市町域）を活動対象とする福祉、
　　　　　　更生保護団体等
　申請期間：令和4年4月1日(金)～令和4年5月13日(金)
２　”赤い羽根”福祉施設機器整備事業
　対象施設：社会福祉施設・更生保護施設
　　　　　　（認可外施設も含む）
　申請期間：令和4年4月1日(金)～令和4年5月13日(金）
３　こども食堂誕生日会・福産品応援事業
　対象団体：県域を対象に障害者の就労を支援する活動を

行う民間の非営利団体
　申請期間：令和4年4月1日(金)～令和4年5月13日(金)
４　“赤い羽根”課題解決プロジェクト募金 参加団体募集
　対象団体：福祉活動、更生保護活動団体等
　申請期間令和4年4月1日(金)～令和4年5月31日(火)

こころに病気のある方を支える
家族のつどい

　「足を骨折してしまった。」「旅行に行きたい。」
「退院・通院時に使いたい。」など短期間で車いすを
必要とする方に、車いすの貸出を行っています。ぜひ
お気軽にご相談ください。
※台数に限りがありますので、時期によって貸出がで
きないことがあります。ご了承ください。

　参加しやすい身近な「地域」を会場に、『ふだんのくらしのしあわせ』をテーマに出前講座を行います。ぜひ、地
域での福祉活動にお役立てください！

✿講座の時間は、15分から30分程度です。お申込みをいただいた際、担当者が打合せを行いますので、お気軽にご
相談ください。

【貸出期間】貸出日から1ヶ月以内
【利用料】無料 ※利用者は島田市内在住の方に限ります。
【受付場所】島田市社会福祉協議会本所 TEL.0547-35-6244
　　　　　　金谷支所 TEL.0547-47-1877
　　　　　　川根支所 TEL.0547-53-3895
【受付時間】月曜日～金曜日（土日祝日を除く）
　　　　　　（午前8時30分から午後5時まで）

車いすの貸出
「地域ふくし出前講座」

　島田市、焼津市、藤枝市、川根本町では、市民の皆様
が後見人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。
　実施にあたり、事前説明会を開催しますのでぜひご参
加下さい。（市民後見人養成講座を受講いただくには、
事前説明会の参加が必須です。）

【日時・会場】※次の①②のいずれかに参加してください。
　　　　　　　①令和４年５月21日（土）
　　　　　　　　午前10時から12時まで
　　　　　　　　焼津市総合福祉会館　３階 多目的ホール
　　　　　　　②令和４年５月26日（木）
　　　　　　　　午前10時から12時まで
　　　　　　　　島田市社会福祉協議会　３階 多目的室
【参加対象】島田市、焼津市、藤枝市、川根本町の住民
　　　　　　（概ね30～70歳）
【申込方法】５月13日（金）までに
　　　　　　次の方法で申込をしてください。
　　　　　　①電話にて申込…焼津市社会福祉協議会
　　　　　　　（☎054－626－0555）
　　　　　　②インターネットにて申込…
　　　　　　　http://bit.ly/33rNF1W

第６期３市１町市民後見人養成講座
事前説明会

令和４年度赤い羽根共同募金助成先
募集のご案内（令和５年度事業）

　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。
【日　時】毎月第４水曜日（祝日の場合は前日）
　　　　　午前９時30分から午前11時30分まで
　　　　　（活動時間は自由ですので、お気軽にお越しください！）
【場　所】島田市社会福祉協議会　本所３階　多目的室
【内　容】切手と消印の周りを切り揃える。ベルマークを企業番号で仕分ける。
【持ち物】はさみ

　・河原町自治会 様　　　　　　　　　　　　・島田商業高等学校 様
　・川根小学校 様　　　　　　　　　　　　　・島田第四小学校 様
　・横岡みのり会 様　　　　　　　　　　　　・島田ライオンズクラブ 様
　・大津地区社会福祉協議会 様　　　　　　　・手話サークルもくせい 様
　・島田市民生委員児童委員協議会 様　　　　・島田第一小学校 様
　・島田第二小学校 様　　　　　　　　　　　・金谷小学校 様
　・初倉南小学校 様

　「整理するボランティア」をご自宅でできる「おうちでできるボランティアセット」をお渡ししています。ご都
合の良い時に自宅でボランティア活動をしてみませんか？

収集ボランティア

　日頃、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？
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しょう。

介護教室：介護者の健康づくり等について学びます。

※開催日・内容については、随時ホームページでご確
認ください。

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

介護者のつどい

～地域で、団体で、企業で、講座を開催してみませんか？～

～気軽にできるボランティア活動です！あなたもぜひ始めてみませんか？～
＜集めるボランティア＞

＜整理するボランティア＞

＜おうちボランティア＞

収集活動にご協力いただいた皆様（１月号未掲載先：順不同）ご協力ありがとうございました！

使用済み切手
ベルマーク
ペットボトルキャップ
書き損じはがき
不要入れ歯

収集物品 活用方法
収益金を日本盲導犬協会へ寄付します
被災地の学校へ寄付し、学用品等の購入にあてられます
ポリオワクチン、緑の羽根募金、被災地への募金、日本盲導犬協会へ寄付します
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付、地域福祉活動事業で活用します

開催日（予定） 内容（予定）

4月25日(月)

5月24日(火)

6月23日(木)

8月26日(金)

9月22日(木)

情報交換会

介護を必要とする方へのかかわり方

レクリエーション

レクリエーション

レクリエーション

7月15日(金)

7月26日(火)

介護に役立つ勉強会

介護に役立つ勉強会

№

１

２

３

４

５

６

ボランティア
～ボランティアってなぁに？～
介護
～こんな時どうすればいいの？～

小地域福祉活動
～人がつながる地域づくり～

成年後見事業について

はじめてのSNS講座

レクリエーション

講座名 内　容
・ボランティアの基本と心構えについて
・地域でできるボランティア活動紹介
介護保険についての基礎知識、介護のコツを学びます。

地域住民の見守り活動や居場所づくりなど地域における支え合い活動について説明します。
・支え合い活動が必要な理由、市内の好事例紹介
・居場所などの立ち上げポイント、運営方法
判断能力に不安のある方の財産管理や契約行為、制度利用に関することについて説明します。
・事業説明
・利用者の声の紹介
「新しい生活様式」になくてはならないものとなったLINE。使い方など簡単に説明します。
・脳トレ
・簡単なレクリエーション

申込QR

島田第二小学校　様

6みんなで架
か

けよう幸
しあわせ

福の橋



地域で何か活動したい！
もっと地域の活動を知りたい！

そんな想いをもち、初めの一歩を踏み出した方のことを
“地域プレーヤー” と呼びます。

興味のある活動がありましたら、
島田市社協　35－6244　までお問い合わせください。

始めるのって、楽しい！

新型コロナウイルスの感染症の影響により内容が変更になる場合があります。
最新情報は、ホームページをご確認ください。

【開催日】（予定）　令和4年  6月16日(木)
　　　　　　　　　　令和4年10月13日(木)
　　　　　　　　　　令和5年  2月16日(木）　　　　
【時　間】午後1時30分から午後3時まで
【会　場】島田市社会福祉協議会　本所3階　多目的室
【内　容】感じていることや困ったことなどを伝えた

り聞いたりしましょう。
【対象者】精神障がいのある方を支える家族のみなさま
【申込み】開催日の1週間前までに電話でお申込みくだ

さい

　静岡県共同募金会では、静岡県内で社会福祉を目的に
事業を行っている民間の非営利団体及び社会福祉施設の
皆さんが令和 5 年度に行う様々な福祉課題を解決するた
めの事業（介護保険事業は対象外）に助成します。

詳細は、静岡県共同募金会のホームページ
｢助成を受けたい｣に掲載の助成要綱・申請用紙をご覧く
ださい。

１　”赤い羽根”地域福祉活動支援事業（広域団体）
　対象団体：広域（複数市町域）を活動対象とする福祉、
　　　　　　更生保護団体等
　申請期間：令和4年4月1日(金)～令和4年5月13日(金)
２　”赤い羽根”福祉施設機器整備事業
　対象施設：社会福祉施設・更生保護施設
　　　　　　（認可外施設も含む）
　申請期間：令和4年4月1日(金)～令和4年5月13日(金）
３　こども食堂誕生日会・福産品応援事業
　対象団体：県域を対象に障害者の就労を支援する活動を

行う民間の非営利団体
　申請期間：令和4年4月1日(金)～令和4年5月13日(金)
４　“赤い羽根”課題解決プロジェクト募金 参加団体募集
　対象団体：福祉活動、更生保護活動団体等
　申請期間令和4年4月1日(金)～令和4年5月31日(火)

こころに病気のある方を支える
家族のつどい

　「足を骨折してしまった。」「旅行に行きたい。」
「退院・通院時に使いたい。」など短期間で車いすを
必要とする方に、車いすの貸出を行っています。ぜひ
お気軽にご相談ください。
※台数に限りがありますので、時期によって貸出がで
きないことがあります。ご了承ください。

　参加しやすい身近な「地域」を会場に、『ふだんのくらしのしあわせ』をテーマに出前講座を行います。ぜひ、地
域での福祉活動にお役立てください！

✿講座の時間は、15分から30分程度です。お申込みをいただいた際、担当者が打合せを行いますので、お気軽にご
相談ください。

【貸出期間】貸出日から1ヶ月以内
【利用料】無料 ※利用者は島田市内在住の方に限ります。
【受付場所】島田市社会福祉協議会本所 TEL.0547-35-6244
　　　　　　金谷支所 TEL.0547-47-1877
　　　　　　川根支所 TEL.0547-53-3895
【受付時間】月曜日～金曜日（土日祝日を除く）
　　　　　　（午前8時30分から午後5時まで）

車いすの貸出
「地域ふくし出前講座」

　島田市、焼津市、藤枝市、川根本町では、市民の皆様
が後見人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。
　実施にあたり、事前説明会を開催しますのでぜひご参
加下さい。（市民後見人養成講座を受講いただくには、
事前説明会の参加が必須です。）

【日時・会場】※次の①②のいずれかに参加してください。
　　　　　　　①令和４年５月21日（土）
　　　　　　　　午前10時から12時まで
　　　　　　　　焼津市総合福祉会館　３階 多目的ホール
　　　　　　　②令和４年５月26日（木）
　　　　　　　　午前10時から12時まで
　　　　　　　　島田市社会福祉協議会　３階 多目的室
【参加対象】島田市、焼津市、藤枝市、川根本町の住民
　　　　　　（概ね30～70歳）
【申込方法】５月13日（金）までに
　　　　　　次の方法で申込をしてください。
　　　　　　①電話にて申込…焼津市社会福祉協議会
　　　　　　　（☎054－626－0555）
　　　　　　②インターネットにて申込…
　　　　　　　http://bit.ly/33rNF1W
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募集のご案内（令和５年度事業）

　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。
【日　時】毎月第４水曜日（祝日の場合は前日）
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　「整理するボランティア」をご自宅でできる「おうちでできるボランティアセット」をお渡ししています。ご都
合の良い時に自宅でボランティア活動をしてみませんか？

収集ボランティア

　日頃、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？
介護者のつどい：おしゃべりやレクリエーションを通
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認ください。

【時　間】午前10時から午前11時30分まで
【会　場】島田市社会福祉協議会　本所３階多目的室
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介護者のつどい

～地域で、団体で、企業で、講座を開催してみませんか？～
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収集活動にご協力いただいた皆様（１月号未掲載先：順不同）ご協力ありがとうございました！

使用済み切手
ベルマーク
ペットボトルキャップ
書き損じはがき
不要入れ歯

収集物品 活用方法
収益金を日本盲導犬協会へ寄付します
被災地の学校へ寄付し、学用品等の購入にあてられます
ポリオワクチン、緑の羽根募金、被災地への募金、日本盲導犬協会へ寄付します
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付、地域福祉活動事業で活用します

開催日（予定） 内容（予定）

4月25日(月)

5月24日(火)

6月23日(木)

8月26日(金)

9月22日(木)

情報交換会

介護を必要とする方へのかかわり方

レクリエーション

レクリエーション

レクリエーション

7月15日(金)

7月26日(火)

介護に役立つ勉強会

介護に役立つ勉強会

№

１

２

３

４

５

６

ボランティア
～ボランティアってなぁに？～
介護
～こんな時どうすればいいの？～

小地域福祉活動
～人がつながる地域づくり～

成年後見事業について

はじめてのSNS講座

レクリエーション

講座名 内　容
・ボランティアの基本と心構えについて
・地域でできるボランティア活動紹介
介護保険についての基礎知識、介護のコツを学びます。

地域住民の見守り活動や居場所づくりなど地域における支え合い活動について説明します。
・支え合い活動が必要な理由、市内の好事例紹介
・居場所などの立ち上げポイント、運営方法
判断能力に不安のある方の財産管理や契約行為、制度利用に関することについて説明します。
・事業説明
・利用者の声の紹介
「新しい生活様式」になくてはならないものとなったLINE。使い方など簡単に説明します。
・脳トレ
・簡単なレクリエーション

申込QR

島田第二小学校　様

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４年度

4月号
№121

はーとちゃん

〒427-0056　島田市大津通2番の1（市役所東南側）

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
〇総務班
　℡0547-35-6247
〇在宅福祉サービス班
　℡0547-34-3231

◎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　

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

※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。

この広報誌へのご意見を
お聞かせください。

社協のHP・SNSは
こちら↓

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

～老化によるもの忘れと認知症のちがい～

ホームページリニューアル！

介護の豆知識

認知症の予防には・・・
①生活習慣病（血管にダメージを与える病気）を治療する
②適度な運動を習慣にする
③バランスの良い食事を摂取する
④役割や生きがいを持つ
　（人とのコミュニケーションをとり、脳の刺激をする）

などがあります。

　島田市社協では「福祉のまちづくりセンター」として様々な相談
を受け付けています。

　令和４年４月から島田市社協ホームページがリニューアルしま
した。
　みなさんの知りたい内容が見つけやすくなりました。子供向け
のキッズページもあります。ふくしをより身近に感じていただけ
るホームページです！
　新しいホームページをぜひ下記リンクからご覧ください。

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（令和４年１月４日～３月31日）

【寄附金】
宮﨑利彦 様
島田市赤十字奉仕団島田分団 様
初倉南小学校6年生 様
正覚寺 様
六合中学校 様　　匿名 10件
　　【寄附物品】
中川好子 様
第一生命労働組合浜松支部 様
ちょっとサービス(株) 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
匿名 ２件

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４年６月５日（日）
時　間：午前８時から午前10時まで
場　所：大井川河川敷　旧国１鉄橋下（金谷側）
★問い合わせ先　ボランティアふれ愛　☎４６－０２４０
★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。

正覚寺　様

ボランティア活動や地域福祉活動中の万が一の事故に備えましょう。

加入日の翌日から令和５年３月31日までの補償期間
１つの団体での加入で、他の団体での活動中も補償対象

※昨年度より変更なし
　行事実施の前日までに加入（郵便局で現金振込の場合、手数料が
かかります）

～ボランティアの活動者のための保険～
ボランティア活動保険

令和4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～

お申込みは島田市社協本所、金谷支所、川根支所へ

ボランティア行事保険

Aプラン
日帰り行事
28円

(行事内容により異なる)
560円

(行事内容により異なる)

対象
保険料

(1名あたり)

最低保険料

参加者名簿の提出
往復途上の補償

必要(氏名・住所・電話番号)
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

560円

不要
なし

老化によるもの忘れ
脳の生理的な老化

体験したことの一部を忘れる
（ヒントがあれば思い出す）

あまり進行しない
低下しない

忘れっぽいことを自覚している
支障はない

原因

もの忘れ

症状の進行
判断力
自覚
日常生活

認知症
脳の神経細胞の変化や脱落
体験したことをまるごと忘れる
（ヒントがあっても思い出せない）

だんだん進行する
低下する

忘れたことの自覚がない
支障をきたす基本プラン

350円

×

年間保険料
特定感染症

地震噴火津波によるケガ
補償開始から10日以内は対象外

天災地震補償プラン
500円

○

特定感染症重点プラン
550円
○
○

新プラン

【日時】月曜日～金曜日（土日祝日を除く）
　　　　午前8時30分から午後5時まで
〇福祉のまちづくりセンター相談
　・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寄付したい　など
〇経済的にお困りの方の相談

生活や仕事などでお困りの方を対象とした自立相談支援事業
を行っています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
〇司法書士による権利擁護相談（要予約）
　４月25日（月）　午後１時30分から午後４時30分まで
　５月25日（水）　　　　　　　　〃
　６月27日（月）　　　　　　　　〃
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