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★募金場所★

★募金者数★
152 人

132,032 円

道の駅

あぐり窪川

145 人

90,550 円

し ま ん と ハ マ ヤ

95 人

107,238 円

やまびこ作業所駐車場

199 人

168,147 円

ふるさと交流センター

47 人

29,555 円

10 月 26 日（金） 四万十町社会福祉センター

岡田

佑太

11 月 30 日（金） 四万十町社会福祉センター

髙井

雅秀

12 月 21 日（金） 大正健康管理センター

加藤

麗香

1 月 25 日（金） 四万十町社会福祉センター

髙井

雅秀

2 月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター

加藤

麗香

3 月 22 日（金） 十和隣保館

岡田

佑太

☆募金額総計☆

712,258 円

ボランティア募集のお知らせ

四万十町身体障害者連盟では、旅行の付き添い、移動介助などをお手伝いいただく、一般のボラ
ンティアの方を募集しています。
11/23（金）には、日帰り旅行を予定しています。
☆一般ボランティアは登録制となります。
☆会費、登録料などは不要です。
☆ご登録いただいた方には『四万十町障害者連盟だより』をお届け致します。
☆特別な技術や知識は必要ありません。
ご登録頂ける方は、お名前、ご連絡先、活動に関するご希望（活動可能日、お手伝い頂ける内容、
町内外 等）を事務局までご連絡下さい。
早希子・山本

【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、嶋岡麻子）

638 人

184,736 円

【お問い合わせ先】障害者連盟事務局 担当：武内
☎０８８０－２２－１１９５

担当弁護士

☆募金者計☆

窪川会場では、8/25、26 日の 2 日間にわたり、チャリティーイベントを開催しました。1 日目は、窪川
中学校吹奏楽部によるオープニング演奏、四万十町内の園児による踊りの披露、和太鼓志鼓倶による演奏、各
団体、施設による出店等もあり、最後はお楽しみ抽選会が行われ、会場は沢山の人で賑わいました。2 日目は、
あぐり窪川としまんとハマヤに分かれて募金活動を行いました。
大正会場では、大正中学校音楽部・四万十川とどろき子ども太鼓のオープニングでスタート。ゲーム大会や
四万十町よさこい踊り子隊四万夢多の演舞、チャリティーカラオケなど、多彩なイベントで会場は盛り上がり
ました。
十和会場は、8 月 14 日に四万十川まつりと同時開催し、会場は地域の方々の他、多くの観光客や帰省客で
賑わっていました。
今年も多くの方からご協力頂き、チャリティーイベントは無事終了いたしました。お預かりした募金は、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、JA 高知はた十和支所を通じて 24 時間テ
レビチャリティー本部に送金致しました。沢山の方々のご協力、ありがとうございました!!

四万十町障害者連盟

場所

★ 金 額 ★

四万十町農村環境改善センター

Ｔシャツ・グッズ、その他

相談日

祐輝

加藤麗香氏

岡田佑太氏

髙井雅秀氏

※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 11 月予定表

15 日

風らっと檜生原（檜生原井細の郷里）

19 日

風らっと東大奈路（東大奈路集会所）

22 日

風らっと川南（社会福祉センター）

26 日

風らっと志和峰（志和峰集会所）

30 日

風らっと神ノ西（神ノ西集会所）

お申し込み・お問合せ⇒電話２２－１１９５
担当：長谷部美穂・市川ひとみ・古谷えり

十和地区 ミニサロン 11 月予定表
12 日

風らっと十川（十和地域振興局）

30 日

風らっと四手崎（四手崎集会所）

お申し込み・お問合せ⇒電話 28-5331
担当：弘田麻紀

11 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：あしたの会）
大正給食サービス（調理担当：ボランティアグループ「結」）
十和給食サービス（調理担当：支えの会）

【14 日】
【22 日】
【15 日】

この事業は、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ものです。

今月のしまんとオレンジカフェは、下記の日時で開催します。是非、お気軽にお越しくだ

今回掲載している物品への登録締切は 10 月 25 日となっております。是非ご利用下さい!!

さい。毎月、第３木曜日定期開催中です。

尚、もろうてや登録頂いた物品は、ちょうだいや登録（欲しい相手）が見つかるまでは、お手数ですが登録頂いた

日時：平成 30 年１０月１８日（木）13：30～15：30

物品をご自身で、保管頂くようお願い致します。
情報№

物品名

状態（型式・サイズ・色・使用年数 等）

場所：小規模多機能ホーム香月内

写真

こんな物をもろうてや

Ａ-351

【お問い合わせ先】しまんと町社会福祉協議会 小規模多機能ホーム香月
電話 22-5666 （担当：森

チャイルドシート

A-352

リュックサック

A-353

オーブントースター
一口コンロ

M-621

掃除機

昌代）

THE NORTH FACE 製。日帰り登山向き。25ℓ。緑。
20 年使用。長期間使用しているが痛み、汚れはな
い。破損部分は交換済み。
今月の地域食堂は、下記の日程で開催します。是非お気軽にお越し下さい。
また、運営のお手伝いをして下さるボランティアの方を随時募集しています。
ご協力よろしくお願いします。

こんな物をちょうだいや

M-620

地域交流スペース

【お問い合わせ】

電話

27-1177

担当：佐井

日時：平成３０年１０月２０日（土）１１：００～１４：００

和美

場所：小規模多機能ホーム香月内 地域交流スペース
料金：２００円（小学生以下１００円）
お問合せ先 しまんと町社会福祉協議会
電話：２２－１１９５ （担当：尾﨑 弘明）

十和地区で活動しているボランティアグループ「支えの会」の交流会が 9 月 12 日に行われました。

苦情解決相談窓口のご案内

「支えの会」は会員が現在 43 名おり、月に一度、独居高齢者へのお弁当作りを 4 班に分かれ担当して
います。この日は、普段から班ごとでの活動が多い為、会員同士の集う場が少ないことや、他の班が担当
する献立の内容を知らないという声もあり、ボランティア活動助成金を有効活用して企画しました。
当日は会員 22 名が参加し、毎月実際に調理している献立を中心に作り手際良く仕上げ、あっという間

職員の態度や
言葉づかいが
悪い

サービス内容
が説明と違う

にたくさんの美味しそうな料理が完成しました。
それぞれが作った料理を試食しながら、お互いに感想を述べ合ったり、レシピを確認したりと活発な意
見交換がされていました。
今回の交流会を通して会員の皆さんからも「勉強になった。また、来年もやりたい。」等の声が多く出
ており、今後さらに良い活動をしていきたいという思いが伝わってくる交流会となりました。

【苦情解決責任者】事 務 局 長

ボランティア活動に興味がある方、皆さんと一緒に楽しく活動しませんか？ご連絡お待ちしておりま

直徳

（電話 23-0023）

【お問合せ先】しまんと町社協十和支所
電話：0880-28-5331

事務局

担当：弘田 麻紀

長谷部 恵美
功子

近森佐代子

（電話 27-0658）

田中

勇一

山本美知代

（電話 28-5413）

総務・地域課長 尾 﨑

弘明

事 務 局 次 長 田井
【苦情受付担当者】在 宅 福 祉 課 長

す。

社会福祉法第 82 条の規定により、しまんと町社会福
祉協議会では利用者からの苦情に適切に対応する体制を
整えております。
この仕組みは、利用者が安心して、適切な福祉サービ
スを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、経
営者及び客観性が確保できる第三者による、適切な苦情
解決を図るものです。
本会では、【苦情受付担当者】【苦情解決責任者】を整
備し、適切な苦情解決に努めております。また、利用者
の立場や特性に配慮し、客観性を確保するため、
【第三者
委員】を整備しております。
【第三者委員】 壬生

