
社会福祉法人　島田市社会福祉協議会
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、しまだ事業所
　℡0547-34-3231

〇居宅介護支援
　℡0547-34-3232／Fax0547-37-8249

◎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↓

令和４年度

9月号
№123

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
　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。

日時：月～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）
　  9月26日（月）午後１時30分～午後４時30分
　10月25日（火）　　　　　　 〃
　11月25日（金）　　　　　　 〃
　12月26日（月）　　　　　　 〃

フードドライブ
ご家庭で眠っている食品をお持ちください。
寄贈された食品は、食の支援を望む人に提供されます。

［実施期間］
　令和４年10月1日(土)～10月31日(月)
［回収場所］
　川根支所、金谷南支所、島田市役所本庁１階
　初倉公民館、六合公民館
［希望食品］
　乾麺など、米、インスタント食品、
　レトルト、瓶詰、缶詰（保存食品）
　☆期限が明記されている未開封のもの
　　賞味期限が2ヶ月以上あるもの
［問合せ先］
　島田市役所福祉課　℡36-7158

介護の豆知識
～ケアマネジャーに相談しよう～

ケアマネジャーは自宅での介護、施設での介護を一緒に考
えていきます。
自宅や施設での心配ごとや不安をお聞きし、今後の生活を
一緒に考えます。また、介護保険制度について分かりやす
く説明をしていきます。
担当しているケアマネジャーにいろいろ相談をしてみてく
ださい。（分からないことは繰り返し聞いていただいても、
その都度分かりやすく説明をしてくれます）

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６月１日～８月31日）

【寄附金】
島田赤十字奉仕団島田分団　様
ユニー株式会社アピタ島田店　様
明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
匿名　４名
　　【寄附物品】
木田千鶴子　様
飯塚幸夫　様
ユニー㈱アピタ島田店　様
中川好子　様
川根茶業協同組合　川根茶業青年団　様
宮地繁・文子　様
退職公務員連盟島田支部　様
小川和男　様
明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
匿名　９名

駄菓子屋さんde

ボランティア
駄菓子屋さんde

ボランティア

地域の子どもたちに喜びと楽しさを！地域の子どもたちに喜びと楽しさを！

ほかのボランティアも

やってみたい！
やり方覚えたからまたやってみるね！

　子どもたちの地域の居場所として実施されている駄菓子屋コ
ミュニティと協働で、子どもたちがボランティア体験をする企画
を実施しました。
　ボランティアを体験したポイントで駄菓子屋さんのお菓子と交
換ができる夏休みのお楽しみ企画にたくさんの子どもたちが参加
してくれました！

宮地繁・文子　様



令和３年度　事業報告

令和4年8月31日現在

令和４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　木村飲料㈱　島田タクシー㈲　島田瓦斯㈱　おおるり眼科クリニック
ユニー㈱アピタ島田店　旅の素プラザ　税理士法人ｻｸﾗｲ･ｽｽﾞｷﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ会計事務所　竹内歯科医院
島田商工会議所　㈱大井川不動産　（一社）島田青年会議所　島田榛北勤労者福祉共済会
㈲魚中　㈲青島セメント店　日本連合警備㈱　㈲マルダイ化成　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　㈱あじかん静岡工場　　
日本クッカリー㈱島田工場　㈱エーピーアイ　藤本外科医院　㈱ミヤムラ　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
望月運輸㈱　㈲増田電化工場　㈱共栄社　島田掛川信用金庫　㈲龍月堂　　
清水銀行島田支店　大河原建設㈱　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　㈲高雄　㈱髙森商店　㈲佐藤設備　　
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　㈲堺ボデー　よしとみクリニック　まごころ弁当島田店
髙橋電気工業㈱　静岡県労働金庫島田支店　トヨタユナイテッド静岡㈱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　㈱島田電機舎
㈱紀文食品静岡工場　㈱丸紅　㈱ナガサワ　山岸運送㈱　朝日設備㈱　
㈱静岡銀行島田支店　井上玩具煙火㈱　㈲イケウチ　㈱日本防災システム　㈱グロージオ
㈱アスク長谷川　損害保険ジャパン㈱静岡支店島田支社　㈱松浦企業　㈱大村屋酒造場　
㈱村岡商会　㈱富永事業　乾モーター㈱　㈱塚本工務店　㈱大鉄アドバンス　大井川鐡道㈱
㈱増商　東京医薬紙器㈱　大井川農業協同組合五和支店　まるよん製茶㈱　　
㈲金谷環境　サンエムパッケージ㈱　シミックCMO㈱　ナカダ産業㈱　㈱金谷工務店
㈱宮村鐵工所　㈱中部衛生検査センター　アクトホーム㈱　静和工業㈱　㈱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　㈱朝日園　㈱大井川電機製作所　㈱河徳商店　川根ガス㈱　白瀧製茶㈱
森林組合おおいがわ　高橋建設㈱　又平歯科医院　㈱松井測量設計事務所　㈱八木自動車
吉川歯科クリニック　イエモク建成工業㈱　㈱原小組　医療法人社団桜愛会高木医院
㈱三浦製菓　㈱田崎組　㈱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　　
ダイドービバレッジサービス㈱静岡第三営業所　㈱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　味の素食品㈱静岡工場

　各自治会・町内会の皆様や、社協の活動に御賛同いた
だいた篤志家の皆様をはじめ、施設、団体、市内外企業
の皆様の御理解、御協力いただいたことに心より感謝申
し上げます。
　皆様から御協力いただいた会費は、福祉教育の実施や
ボランティア活動の推進、地域で活動を行う団体の皆様
への支援、相談支援等に活用させていただきます。

会費の種類
一般会費
賛助会費
施設会費
団体会費
特別会費
合計

金　　額
6,898,535円
809,000円
200,000円
206,000円
682,000円
8,795,535円

　令和３年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染症対策が求められました。その中で島田市社
協では、当該ウイルスへの感染防止対策を行い、地域福祉事業を始め、相談事業、権利擁護事業及び介護
保険事業等を実施し地域での福祉活動を推進することができました。
　令和元年度から進めてきました地域福祉活動計画は、福祉のまちづくりセンターの整備を目指し、多く
の職員が関わり、島田市との協議、策定委員会を経て策定することができました。
　また、事業を実施する中で、従来からの地域福祉活動団体に加え、島田青年会議所や島田ライオンズク
ラブをはじめ、島田市内の多くの企業や団体、個人とつながり、連携して新たな取組みを始めた１年になり
ました。

令和４年度も市内で活動している団体の皆様をはじめ企業の皆様ともつながり、事業を実施しています。
令和３年度の事業報告、決算書はホームページに詳しく掲載していますので、ご覧ください。

つながりづくり ～making connections～
子ども子育て家庭を“みんなで”支える
ワークショップ 3.11つながりカフェ

市内の企業と活動実
践者の方がつながりま
した。

それぞれの活動をして
いる団体の方がつなが
りました。

令和３年度決算報告
収入の内訳 金額

会費収入 9,898,420 円

寄付金収入 1,240,305 円

補助金（静岡県、島田市）収入 71,380,320 円

共同募金配分金収入 11,803,142 円

受託金（島田市、県社協）収入 135,264,175 円

介護保険事業収入 222,843,924 円

障害福祉サービス等事業収入 16,478,468 円

事業収入 2,442,665 円

その他の収入（前年度繰越金含） 140,543,673 円

合計 611,895,092 円

支出の内訳 金額

人件費支出 394,531,758 円

事業費支出 62,067,894 円

事務費支出 7,854,211 円

貸付事業支出 614,000 円

共同募金配分金事業費 11,690,742 円

助成金支出 3,928,000 円

負担金支出 776,254 円

固定資産取得支出 15,975,740 円

基金・積立金支出 24,746,042 円

合計 522,184,641 円
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市内の地域福祉活動の様子は
　　　　　こちらでご覧ください。

住民のみなさま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４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、　   ～　   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人世帯

★世帯とは…

1 2

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４年度小学校・中学校・高等学校新入学１年

生がいる世帯には、入学祝金を加算します。
小学校入学（平成28年4月2日～平成29年4月1日までに生まれた人）
中学校入学（平成22年4月2日～平成23年4月1日までに生まれた人）
高等校入学（平成19年4月2日～平成20年4月1日までに生まれた人）

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、身体障害者手帳等のコピー）を必ず添付してください。
＊児童扶養手当全部支給証明書は、令和4年11月1日発行のものを添付してください。
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４年10月３日（月）～令和４年11月2５日（金）

（1） 申請方法

（2） 提出方法
（3） 受付期間

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
③満 75 歳以上の高齢者のみの世帯

1 市内在住で世帯員全員が市民税非課税であり、令和４年10月1日現在、次のいずれか
に該当する世帯

2 市内在住で1に該当しないが、経済的に困窮している世帯

ささえあう
ワークショップ
初倉地区×地域活動団体

ワークショップ
企業×地域福祉団体×社協

テーマ：肩の力を抜いて、
　　　　活動をつづけるためには？

設立総会
さくら応援隊　
～樹木剪定～

第一地区社会福祉協議会／
生活支援サービス「さくら応援隊」

テーマ：地域と企業がつながる
　　　　福祉活動のマッチング

つながる

令和４年５月に市内12番目となる第一地区社会福祉協議会
が設立され、住民同士ができる助け合いの仕組み生活支援
サービス「さくら応援隊」を始めました。生活支援サービ
スとは日常生活のサポートを必要とする人に、住民が主体
となってお手伝いを実施する「住民参加型」のサポート
サービスです。

草取りや樹木剪定など、6月～7月で22件の支援活動を
実施しています。
20代～50代のサポーター登録もあり、若い世代の活躍が
期待されています☆彡

重度障害児（者）の親の会「リアンの会」　代表　坂田美智子さん

農業体験を通じた交流の場
～愛の芽の会～

「初めて車椅子の娘を連れて畑に行った時、道路から畑に手作
りで木の板のスロープを用意してくださっていて、びっくりし
ました！障害を持った子が来ても困らないようにという心遣い
に感動しました。6月にはじゃがいも収穫体験をやらせてもら
いましたが、騒いでいた男の子が土の着いたじゃがいもを手に
すると、鼻の近くに持って行って匂いを嗅いだりして。そのう
ち落ち着いてきて、ニコニコし始めたんです。それを見た東町
の皆さんが、『やっぱり自然に触れるのはいいことだね～感動
しちゃったよ』と。この子達は素直に感情を表すので、一緒に
過ごすと誰でも癒されると思います。お互いに優しい気持ちの
交流が出来たら嬉しいですし、東町の皆さんの何とも言えない
温かい心遣いが本当にありがたいと思っています(^-^)」

「障がいのある人もない人も一緒に生き生きと参加できる
居場所を作りたい♡」という想いが島田市社協に寄せられ
たことをきっかけに、東町（六合地区）にある
畑をお借りして、あい愛サロンと障がい者団体
等の交流の場として農業体験を行っています。

みんなの知恵と力を合わせて
みんなが自分らしく暮らせる

「地域」を一緒に
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地域で何か活動したい！ もっと地域の活動を知りたい！
そんなあなたの地域デビューを応援します。

まずは、社協の事業に参加してみませんか? ☎35－6244 までお問い合わせください。

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。

ふれあい交流会
～B♡free てけてけ隊×島田市社会福祉協議会コラボ～

【日　時】令和４年10月16日（日）※雨天延期
　　　　　午前10時～12時30分
【会　場】おび通り

・予備日　令和４年10月23日（日）
　　　　　午前10時～12時
　　　　　ぴ～ファイブしまだ音楽広場

【日　時】令和４年11月30日（水）
　　　　　午後１時30分～午後４時30分まで
【会　場】プラザおおるりホール
【内　容】第一部　式典
　　　　　　　　　島田市社会福祉協議会会長表彰　他
　　　　　第二部　シンポジウム
　　　　　　　　「インクルーシブ教育～地域の中で共

に育つ～」

介護者のつどい
家族介護者交流事業

令和４年度　福祉全体講演会

講師　奥山 佳恵 さん（俳優／タレント）

～ いつも頑張る介護者の方へ リフレッシュ企画 ～

ユニバーサルデザイン ～あったらいいな～

自宅で介護をする中で困ったことや感じたことを話したり、レ
クリエーションなどを通して、忙しい毎日にホッと一息つきま
せんか。

【時　間】午前10時～午前11時30分
【会　場】島田市社会福祉協議会　３階多目的室
【対　象】島田市在住で65歳以上の要支援・要介護認定

を受けた方を介護しているご家族など

【時　間】令和５年１月29日（日）　午後２時～午後３時30分
【会　場】金谷生きがいセンター　夢づくり会館　ホール
　※参加費無料
　※定員300名（事前予約制）

1992年俳優としてデビュー後、ドラマ・バラエティー番組など幅広く活動。2015年にダウン症
候群である次男の「育児日記」を公開したエッセイ「生きているだけで100点満点！」を発刊。
現在は次男と家族の日々などを伝えることでダウン症への理解を深めてもらおうとTVやラジオ
の他講演活動も行っている。

【応募方法】
・右記QRコードより応募用紙をダウンロードしイラスト、必要事項を記入のうえ
島田市社会福祉協議会へ郵送してください。

・１人につき１作品までの応募となります。
応募者の中から抽選で島田市社協オリジナルステッカーをGETしよう！！

【申し込み方法】開催日の２日前までにお電話
　　　　　　　（34-3231）または申込フォームより

お申し込みください

社会福祉大会/シンポジウム

『生きてるだけで100点満点！』

会　場 内　容

島田市社協ブース

福祉体験ブース

・福祉クイズ、プチ福祉体験

・点字体験　・炊出し体験　・災害VC
・要約体験　・手話体験

日　時 内　容

令和４年10月21日(金) 作業療法士が教える、「できる」に変える体の使い方

令和４年11月28日(月) 作業療法士による筋肉や運動のはなし

令和４年12月14日(水) クリスマスのフラワーアレンジメント ※材料費がかかります。

【申込みフォーム】

詳細、応募用紙は
こちらから！

縁日や
テイクアウトコーナー

もあるよ♪

～ すべての人が利用しやすい製品、サービス、空間などデザインを募集します！ ～

〈10月の作品例〉 〈つどいの様子〉
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社会福祉法人　島田市社会福祉協議会
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、しまだ事業所
　℡0547-34-3231

〇居宅介護支援
　℡0547-34-3232／Fax0547-37-8249

◎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↓

令和４年度

9月号
№123

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
　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。

日時：月～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）
　  9月26日（月）午後１時30分～午後４時30分
　10月25日（火）　　　　　　 〃
　11月25日（金）　　　　　　 〃
　12月26日（月）　　　　　　 〃

フードドライブ
ご家庭で眠っている食品をお持ちください。
寄贈された食品は、食の支援を望む人に提供されます。

［実施期間］
　令和４年10月1日(土)～10月31日(月)
［回収場所］
　川根支所、金谷南支所、島田市役所本庁１階
　初倉公民館、六合公民館
［希望食品］
　乾麺など、米、インスタント食品、
　レトルト、瓶詰、缶詰（保存食品）
　☆期限が明記されている未開封のもの
　　賞味期限が2ヶ月以上あるもの
［問合せ先］
　島田市役所福祉課　℡36-7158

介護の豆知識
～ケアマネジャーに相談しよう～

ケアマネジャーは自宅での介護、施設での介護を一緒に考
えていきます。
自宅や施設での心配ごとや不安をお聞きし、今後の生活を
一緒に考えます。また、介護保険制度について分かりやす
く説明をしていきます。
担当しているケアマネジャーにいろいろ相談をしてみてく
ださい。（分からないことは繰り返し聞いていただいても、
その都度分かりやすく説明をしてくれます）

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６月１日～８月31日）

【寄附金】
島田赤十字奉仕団島田分団　様
ユニー株式会社アピタ島田店　様
明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
匿名　４名
　　【寄附物品】
木田千鶴子　様
飯塚幸夫　様
ユニー㈱アピタ島田店　様
中川好子　様
川根茶業協同組合　川根茶業青年団　様
宮地繁・文子　様
退職公務員連盟島田支部　様
小川和男　様
明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
匿名　９名

駄菓子屋さんde

ボランティア
駄菓子屋さんde

ボランティア

地域の子どもたちに喜びと楽しさを！地域の子どもたちに喜びと楽しさを！

ほかのボランティアも

やってみたい！
やり方覚えたからまたやってみるね！

　子どもたちの地域の居場所として実施されている駄菓子屋コ
ミュニティと協働で、子どもたちがボランティア体験をする企画
を実施しました。
　ボランティアを体験したポイントで駄菓子屋さんのお菓子と交
換ができる夏休みのお楽しみ企画にたくさんの子どもたちが参加
してくれました！

宮地繁・文子　様
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