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介護職員初任者研修受講生募集

相談日

場所

10 月 27 日（金）

四万十町社会福祉センター

担当弁護士
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。

しまんと町社会福祉協議会では、町の委託を受けて、介護職員初任者研修を下記の
要領で開催します。

初級手話講座

受講生募集!!

日

程：10 月４日（水）～11 月 2９日（木）予定
☆実技試験及び修了試験があります。
募 集 人 員：３０名（応募多数の場合は、選考委員会で選考）
受講対象者：四万十町内在住か四万十町内で仕事をしている方で、資格取得後、
介護現場で就労を希望する者。
受 講 料：16,069 円
その他、必要に応じて別途費用がかかる場合があります。
※この研修は、本人確認（免許証、保険証等）が必要となっております。

しまんと町社会福祉協議会では、手話
を初めて学ぶ方を対象にした手話講座を
開催します。
家族、名前、趣味など、主に自己紹介
ができる手話を学びます。手話に興味の
ある方、手話について学びたい方、手話
を習っていたが忘れてしまったといった
方、ぜひ参加してみませんか？

申 込 期 間：9 月 1３日（水）～９月２７日（水）
：☎２２－１１９５
担当：田井功子・田中勇一

窪川地区

時 間
受講料
お問い合わせ

四万十町社会福祉センター
１０月１６日（月）～１２月１８日（月）
（毎週月曜日 １０回コース）
午後７時～午後８時３０分
500 円
電話 22-1195
担当：武内早希子

ミニサロン 10 月予定表

16 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所）
18 日 風らっと峰ノ上（峰ノ上集会所）
23 日 風らっと志和峰（志和峰集会所）
31 日 風らっと若井（若井グリーンセンター）
お申し込み・お問い合わせ⇒電話２２－１１９５
担当：武内早希子・市川ひとみ

８月２６日、２７日の２日間、窪川、大正、十和地区の各会場で２４時間テレビ
チャリティーイベント、募金受付を行いました。お預かり致しました募金は四国銀
行窪川支店、高知信用金庫四万十町支店、高知銀行大正支店を通じて、２４時間チ
ャリティー本部に送金させていただきます。募金結果の詳細については来月の広報
にて報告させていただく予定です。
たくさんの方々のご来場、また募金受付、イベント開催等にご協力いただき、あ
りがとうございました。

場 所
開催日

十和地区ミニサロン 10 月予定表
16 日 風らっと十川（十和地域振興局）
27 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

10 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：ボランティア合同）
【11 日】
大正給食サービス（調理担当：四万十町食生活改善推進協議会 大正支部）【22 日】
十和給食サービス（調理担当：支えの会）
【19 日】

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）

写真

こんな物をもろうてや
A-323

ウォーキングマシン
こんな物をちょうだいや

M-562

鉈

M-584

チャイルドシート

M-581

子ども用自転車

小学生低学年、男の子用

M-600

こたつ

100cm×100cm 位のサイズのもの

M-601

リュックサック

大きいサイズのもの

【お問い合わせ】 電話

林業で使用するもの

22-1195

担当：有田 将也（本所）、弘田麻紀・佐井和美（大正・十和）

もろうてや・ちょうだいや

小規模多機能ホーム「香月」
in
地域交流スペース

11 月は、もろうてや・ちょうだいや事業特別企画として、小規模多機能ホーム「香月」地
域交流スペースで、写真を展示した“もろうてや・ちょうだいや事業”を実施します。
お家に眠っている本・衣類・食器・家具 etc.道具の里親探しをしませんか？

日

時：平成 29 年 11 月 18 日（土）午前 10 時～午後 3 時

場

所：小規模多機能ホーム香月

地域交流スペース

四万十町香月が丘９９０番１（緑林公園駐車場入り口前）

申込〆切：１０月３１日（火）
登録の方法・流れ
１．物品を譲りたい方は会場に展示する写真を提供していただき、「もろうてや」登録をしま
す。お電話でも受付いたします。（写真は最寄りのしまんと町社会福祉協議会にお持ちく
ださい。写真を撮ることが難しい場合は下記問い合わせまでご相談ください。）
２．欲しい方は写真を見てから「ちょうだいや」として登録。
３．抽選（早いもの順ではありません。）
４．抽選結果については当選された方にのみ電話連絡させて
いただきます。
【ご登録いただく場合の注意事項】
・「もろうてや登録」された場合、ご自宅にて保管をお願いします。
・生もの、生き物、危険物はお取り扱いができません。
・大型物品は当事者同士で連絡を取り合うことが可能な場合のみ、登録可能です。
・一つの物品に対し希望者多数の場合は、事務局で抽選させていただきます。
・お届けいたしました物品は、現物が意に添わなかった場合でも必ずお受け取りください。
その場合は、新たに「もろうてや登録」していただくこともできます。
【問い合わせ】しまんと町社会福祉協議会

本所

☎22-1195 有田将也

毎年、赤い羽根共同募金に温かいご支援、ご協力をいただきありがとうございます。
共同募金は、社会福祉法第１１２条に位置づけられた公の募金運動で、年１回、厚生労働大
臣の定める期間に実施されています。
今年も、１０月１日から１２月３１日まで赤い羽根共同募金運動がはじまります。お寄せ
いただいた募金は四万十町内のＮＰＯ・ボランティア団体等の行う地域福祉活動費に助成さ
れ、多くの支援活動を支えています。ぜひ、みなさまの温かいご支援をお寄せください。
改めてご案内致しますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
高知県共同募金会四万十町支会事務局（しまんと社会福祉協議会内）
電話：２２－１１９５
担当：芝 卓也

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！
--------------------------------------------設立当時、旧窪川町に青少年育成活動がな
く、
“子どもが活動に参加してくれたら、将来
の幸せな道に繋がるだろう”という想いから、
学校の保護者にガールスカウトの理念を説明
し協力者を募り、昭和６２年に設立しました。
現在１０名で活動しており、５人のリーダ
ー（大人）が５人のメンバー（子ども）の成
長を手助けし、見守っています。
ガールスカウトは少女と女性の、個性を伸
ばすことで行動できる力を育み、実践的なプ
ログラムを通して自分自身と他の人々の幸福のた
めにできることを自ら考え、行動につなげられる
よう一人ひとりの可能性を伸ばしていくことを目
的としています。
【自己開発】、
【人とのまじわり】、
【自然とともに】の３つのポイントを大切にしな
がら、
「いろいろなことができる自分」を広げてい
くことが一番の魅力です。重い荷物があっても工
夫して皆で運ぶ、物事を進めるときは話し合って
民主的に決めるなど、さまざまな体験の場があり
ます。その体験を通じて少女・女性たちの実行力、
コミュニケーション能力、リーダーシップ能力を
培っています。
ガールスカウトは 146 の国と地域に 1000 万人の会員がおり、世界との繋がりがあります。
「いろいろなことができる自分」を広げることは世界へ羽ばたける可能性を秘めています。
社会は助け合いと支え合いで成り立っています。第６団は、自発的にものごとを行えるよう、
四万十町内のボランティア活動に参加しています。ガールスカウト内だけの活動ではなく、い
ろいろな体験をして、広げていった自分を誰かのために役立てて欲しいと願っています。
ガールスカウトの活動に興味のある方や協力していだける方は、お気軽にガールスカウト高
知県連盟第６団事務局（☎22-0578 谷口余志子）までご連絡ください。

