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午後５時～午後７時３０分（予定）
場所：十和体育館

☆第６回四万十町春季囲碁大会結果発表☆
開催日：５月１７日（水）
場 所：四万十町社会福祉センター
優 勝 北川 資道 さん
準優勝 戸田 芳徳 さん
第３位 川上 義記 さん

おめでとうございます

〒786-0004 四万十町茂串町 11-30
E-mail kubosya@mb.inforyoma.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://shimanto-shakyo.jp/
広報責任者：尾﨑弘明

今年の四万十町障害者連盟の
一泊親睦旅行は５/12、１３
日にかけて会員、ボランティ
アの方々を含め総勢５２名で
岡山、広島方面に行って来ま
した。今年も楽しい思い出を
作って来たそうです。

いきいき講座 受講者募集！

(

高知県社会福祉協議会主催の、県民いきいき講座が県下各市町村で開催されます。四万十
町でも７月７日（金）と８月３１日（木）に開催することが決まっており、多くの方に参
加頂きたいと思います。関心のある方はしまんと町社会福祉協議会まで電話にてご連絡下
さい。

多重債務、慰謝料、遺言、土地 財産、家族問題・・・
弁護士があなたの悩みに答えます。

講座１
テーマ名

「お薬の話～サプリメントと薬の違い、飲み合わせ～」
講師：高知薬剤師会 高陵支部長 武田 忠 氏
開 催 日 平成２９年７月７日（金） １３：３０～１５：００
会
場 四万十町役場本庁東庁舎 １階 多目的ホール
申込〆切 平成２９年６月３０日（金）

講座２
テーマ名 「ロコモティブ・シンドロームを予防しよう」
講師：高知西病院 副院長 梶谷 充 氏
開 催 日 平成２９年８月３１日（木） １３：３０～１５：００
会
場 四万十町農村環境改善センター １階多目的ホール
申込〆切 平成２９年８月７日（月）
講座の申込方法は・・・
しまんと町社会福祉協議会（☎２２－１１９５ 担当：尾﨑弘明）までお申込み下さい。
※お申し込みの際に、①希望する講座名 ②氏名 ③電話番号 をお知らせください。

弁護士による、四万十町民講座

誰でもわかる!!

無料法律相談

「やさしい相続講義～私の相続人はだれ？～」

～簡単！今から備える！相続・遺言～
相続・遺言の基礎を弁護士がわかりやすく解説！！

相談日
8 月 18 日（金）

場所
四万十町社会福祉センター

担当弁護士
髙井 雅秀氏

9 月 22 日（金）

十和隣保館

大橋

真人氏

10 月 27 日（金）

四万十町社会福祉センター

加藤

麗香氏

11 月 24 日（金）

四万十町社会福祉センター

大橋

真人氏

12 月 22 日（金）

大正健康管理センター

髙井

雅秀氏

1 月 26 日（金）

四万十町社会福祉センター

大橋

真人氏

2 月 23 日（金）

四万十町社会福祉センター

髙井

雅秀氏

3 月 23 日（金）

十和隣保館

加藤

麗香氏

【時間】
午後 1 時~午後 4 時 10 分
1 日 4 組 1 組 40 分
【受付】予約制
（〆切：相談日の 1 週間前）
【受付窓口】
しまんと町社会福祉協議会本所
（電話：22-1195
担当：松下優子）

※予約時にお名前、連絡先、相談の概要を聞き取りいたします。
※都合により予約時間の変更などがある場合があります。また、予約が埋まれば順
次翌月以降の予約となります。
窪川地区 ミニサロン７月予定表
10 日 風らっと川南（社会福祉センター）
13 日 風らっと桧生原（桧生原井細の郷里）
20 日 風らっと若井（若井グリーンセンター）
24 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所）
31 日 風らっと志和峰（志和峰集会所）

十和地区ミニサロン７月予定表
10 日 風らっと十川（十和地域振興局）
28 日 風らっと四手崎（四手崎集会所）
お申し込み・お問い合わせ⇒電話２７－１１７７
担当：弘田麻紀・佐井和美

お申し込み・お問い合わせ⇒電話２２－１１９５
担当：武内早希子・足達有里・市川ひとみ

日 時 ： ７月５日（水）午後１時～午後２時
場 所 ： コンベンションホール「きらら大正」
お問合わせ：しまんと町社会福祉協議会

本所（☎22-1195 担当：松下優子）
大正支所（☎27-1177 担当：弘田麻紀・佐井和美）

※入場は無料ですが、団体（１０人以上）でご参加する場合は事前にお知らせください。

７月行事予定＆会議予定
くぼかわボランティア連絡協議会世話人会
窪川給食サービス（調理担当：四万十町連合婦人会窪川支部）
十和給食サービス（調理担当：支えの会）
大正給食サービス（調理担当：四万十町連合婦人会大正支部）

【12 日】
【20 日】
【22 日】

平成２８年度 しまんと町社会福祉協議会 決算・事業報告
倉庫や押し入れに眠っている貴重な資源に新たな活躍の場が見つかるように、社会福祉協議会がお手
伝いさせていただく事業です。詳しくはお問い合わせください。
情報№

物品名

状態（型式・サイズ・色・使用年数 等）

決算報告
会費・寄付金収入
441,465

写真

こんな物をもろうてや
A-307

たたみベッド

畳１畳付属、※解体した状態でのお渡しとなります。

A-308

子ども用自転車

3 歳～6 歳くらい要

A-309

ベッド用すのこ

ベッドと布団の間に敷く物

○

A-310

子ども用自転車

テールランプ下のドロよけにキズ有り

○

A-311

室内用物干し台

○

○
こんな物をちょうだいや

M-562

鉈

林業で使用するもの

M-563

ちょうな

林業で使用するもの

M-564

石油ストーブ

四角いタイプのもの

M-565

剣スコップ

【お問い合わせ】 電話

22-1195

補助金収入
45,148,563

担当：有田 将也（本所）、弘田麻紀・佐井和美（大正・十和）

四万十町ボランティアセンターより
町内のボランティア団体にスポットをあてて活動紹介をしていきます！

--------------------------------------------今回は「あさぎりボランティア」
あ
を紹介します。あさぎりボランティ
さ
アとは就労継続支援Ｂ型事業所あさ
ぎ
ぎり設立（平成３年１１月 13 日）
り
の際に協力してくれた有志が、施設
ボ
を利用して交流できないかと月に１
回の福祉学習会を始めたことがきっ
ラ
かけとなり、障害のある方をサポー
ン
トしようという話の中でボランティ
テ
アが生まれました。
ィ
主な活動は、町内にあるあさぎり
ア インタビューに答えていただいた あさぎりボランティアメンバーの田井さん 作業所、やまびこ作業所への訪問、
作業の手伝い、障害者連盟の旅行の付き添いなどに関わらせてもらっています。
「最初はボランティアに関心がないまま活動に参加していたこともあり“どうしたらい
いのかわからない”、
“偽善ではないだろうか”と、活動の参加に迷うこともありました。
作業所へ訪問を続けるうちに利用者から呼ばれることが増え、関わっていく中で自分を
頼っていくれているのだと分かり、身構えることなく自然体のままで関われるようにな
りました。自然体で関わりを持つと、これまでのように迷っていた時のような考えはな
くなり、関わることそのものが楽しみになっています。これからも作業所のメンバーさ
んをはじめ、活動を通じて皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思っています。」
と、話してくれた、メンバーの田井さん。現在あさぎりボランティアは７名、一緒に活
動してくれる人を募集しているそうです。
関心のある方は（☎22-1195 しまんと町社会福祉協議会 担当：武内早希子）までご連絡ください。

（単位：円）

受託金収入
71,689,972

負担金支出
85,000
事業収入
19,546,368

111,563,824

162,780,924

収入合計

66,380,436

83,783,268

助成金支出
320,000
貸付事業支出
410,000

介護保険収入
313,649,873

事務費支出
30,155,405

人件費支出
380,456,134

支出合計

事業費支出
75,175,452

事業報告
在宅福祉活動

住民参加の福祉活動の推進
・災害ボランティアセンター体制づくり
・地域福祉活動計画推進委員会
・地域支え合いネットワーク会
・訪問活動
・もろうてやちょうだいや事業
・手話講座
・ふくし懇談会

相談援助活動
・無料法律相談・法律講演会
・生活福祉資金貸付事業
・日常生活自立支援事業
・くらしの福祉資金貸付事業
・生活困窮者自立相談支援事業
・障害者の相談支援事業・障害児長期休暇
支援事業（すまいるクラブ）

福祉教育の推進
・福祉推進校への助成事業
・福祉体験学習
・教育・福祉人材交流研修
・認知症キャラバンメイト活動

・訪問介護事業（窪川、西部）
・訪問入浴介護事業（窪川）
・身体障害者・児訪問入浴事業（窪川）
・通所介護事業（大正、十和）
・ショートステイ、グループホーム（十和）
・指定管理事業（支援住宅、高齢者生活福祉センター、
高齢者生活支援ハウス、老人福祉センター）
・障害福祉サービス事業
・居宅介護支援事業（窪川、西部）
・介護予防支援事業（窪川、西部）
・移動支援事業（窪川）
・軽度生活援助事業（窪川、西部）
・介護職員初任者研修事業
・相談支援事業

福祉啓発広報活動
・社協広報誌発行
・四万十町社会ふくし大会の開催

・ホームページの運営
各種団体事務局
・障害者連盟
・老人クラブ連合会
・民生委員児童委員協議会
・高知県共同募金会四万十町支会

その他の事業
・福祉用具貸出事業
・２４時間チャリティー
・ときめきクリスマス
・ふれあい郵便
・紙の門松配布事業
・給食サービス

臨時職員募集のお知らせ
社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会では、臨時職員（地域福祉）を募集します。
詳細につきましては７月号に掲載致します。
※地域福祉職とは…事務や相談業務全般が業務となります。

