
地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

四手崎ミニサロンは、毎月第 4 金曜日に、四手崎集会所にて

開催しています。 
毎回体操の他、様々な交流を行っています。「次回はこんなこ

とをしようや」と、参加者から提案があり、皆さんこのミニサ
ロンを楽しみにしてくださっているようです。1 月は、ある参
加者が体験した高齢者運転のための反射神経測定を、また 3 月
には、地域放送でラジオ体操が流れているがなかなか実施でき

ていないとのことで、いつもの体操に加えてラジオ体操第一第
二を行いました。 
毎回、体操前には地域の昔からのお話や最近の時事ネタなど

で盛り上がる、話題が豊富で活気のあるミニサロンです。 
参加をご希望の方は、お気軽にしまんと町社会福祉協議会 
大正支所（電話 27‐1177 佐井）までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

相談日 場所 担当弁護士 【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） 

５月 2５日（金）  四万十町社会福祉センター 岡田 佑太 

６月２２日（金）  四万十町社会福祉センター 加藤 麗香 

７月２７日（金）  四万十町大正健康管理センター 岡田 佑太 

8 月 24 日（金） 四万十町社会福祉センター 髙井 雅秀 

9 月２８日（金） 十和隣保館 加藤 麗香 
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卯月 

発行：社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会  〒786-0004 四万十町茂串町 11-30 

Tel （0880）22-1195 FAX  22-1138   E-mail  shakyo@shimanto.tv  

Blog  http://kubosya.cocolog-nifty.com/     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://shimanto-shakyo.jp/ 
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窪川地区 ミニサロン５月予定表 

10 日 風らっと川南（社会福祉センター） 

18 日 風らっと神ノ西（神ノ西集会所） 

21 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 

24 日 風らっと立西（立西町民会館） 

28 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：長谷部美穂・市川ひとみ・古谷えり 

十和地区 ミニサロン５月予定表 

14 日 風らっと十川（十和地域振興局） 

25 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 28-5331 

担当：弘田麻紀 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

5 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：更生保護女性会）   【9 日】 

十和給食サービス（調理担当：支えの会）     【17 日】 

 

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。 
無料法律相談 

 

平成３０年度 しまんと町社会福祉協議会 事業計画・当初予算 

子どもやお年寄り、障害のある人、すべての住民が安心して暮らすことのできる四万十町となるよう、

住民、行政、関係機関・団体等と連携・協働し、地域に根ざした活動を推進し、住民や地域から信頼さ

れる社会福祉協議会をめざして、役職員一体となり次の重点事業に取り組みます。 

 
【在宅福祉サービス】 

・訪問介護事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・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（窪川、西部（大正・十和）） 

・居宅介護支援事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・介護予防支援・介護予防ケアマネジメン

ト事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・移動支援事業（窪川） 

・軽度生活援助事業（窪川、大正・十和） 

・外出支援事業（大正・十和） 

・介護職員初任者研修 

・相談支援事業 

・小規模多機能型居宅介護事業 

【福祉活動の推進】 
・地域福祉活動計画推進 

・ふくし懇談会 

・生活支援サポーター事業 

・認知症キャラバンメイト活動 

・ボランティアセンター機能の強化 

・災害ボランティアセンター体制づくり 

・給食サービス 

・ふれあい郵便 

・もろうてやちょうだいや事業 

・風らっと（集う場、活動の拠点づくり） 

・ミニサロン 

【相談援助事業】 
・成年後見事業 
・総合相談援助活動 
・無料法律相談 
・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 

【福祉教育の推進】 
・福祉推進校への助成事業 

・ボランティア体験学習事業 

・福祉体験学習 

・教育、福祉人材交流研修 

・福祉の出前講座 

【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】 
・四万十町老人クラブ連合会 
・四万十町障害者連盟 
・民生委員児童委員協議会 
・ボランティア団体 
・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時間テレビチャリティー 

・ときめきクリスマス 

・紙の門松配布事業 

当 初 予 算 

支出の部 617,957千円 

人件費支出 426,855 
事業費支出  97,261 
事務費支出  25,391 
貸付業務支出   2,124 
助成金支出     400 
負担金支出      85 
固定資産取得支出  1,788 
その他の支出  60,591 
予備費支出   3,462 
 

収入の部 617,957千円 

会費・寄付金収入    690 
補助金収入      51,131 
共同募金配分金収入   1,733 
受託金収入  81,310 
貸付事業収入   2,373 
事業収入  23,349 
介護保険事業収入 358,832 

    9,700 
雑収入   1,628 
受取利息配当金収入     237 
その他の収入      1,228 
施設整備等補助金収入  0 
その他の活動収入  67,971 
前期末支払資金残高  17,775 

単位：千円 

四手崎ミニサロン 

※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。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

  
 

 

 
 

３月 11 日（日）に、窪川四万十会館にて四万十町社会ふくし大会２０１８を開催しました。 

今回のふくし大会のシンポジウムは地域の支え合い活動を考えるがテーマ。 

国の動向、町の現状、未来・・方向性。今から何が必要なのか。支え合うとはどういうことな

のかを考える大会となりました。 

登壇者は、日頃から地域の「支え手」として活動している町内の団体で、四万十町老人クラブ

連合会副会長 林一将氏からは「郷土芸能の現状、課題」、四万十町商工会 森田尊之氏は平成２

８年度から始まった「しまんとワイワイ広場の取り組み」、四万十町連合婦人会会長 森野幸世氏

からは「連合婦人会の活動」、ボランティアグループあしたの会事務局の牧野利恵子氏からは「あ

したの会の立ち上がった経緯や活動」について、それぞれ報告して頂きました。 

発表後はディスカッションを行い、それぞれの団体が課題に感じていること、またそれに対し

て異業種からみて感じること等のアイデア出しをして頂きました。縦割りではなく、横に繫がる

ことの大切さがわかったシンポジウムになったのではないでしょうか。 

また、本大会では、長年のボランティア活動や地域活動に尽力された個人・団体に表彰状を、

また多額のご寄付を頂いた方に感謝状が、しまんと町社会福祉協議会会長より贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、次の通り臨時職員・パート職員を募集します。 

※在宅福祉事業に関する業務 

職 種 介護職員、相談支援専門員 

資 格 介護福祉士（資格取得見込み・資格取得に意欲のある者）、 

 介護職員初任者研修修了者 

 （訪問介護員２級以上）、相談支援専門員、または、介護の資格取得に意欲ある者 

※履歴書を下記までご持参下さい。ご不明な点は下記担当までご連絡をお願いします。 

試験内容 面接 

採用日時 随時 

【お申し込み・お問い合わせ先】社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会 

電話：２２－１１９５ FAX：２２－１１３８ 担当：田中勇一 

 

寄贈のお礼 

２月 5 日（月）、農業委員会より社会福祉協議会十和支所に車椅子

1 台、車椅子型シャワーチェア 1 台を寄贈していただきました。 

体力が衰えた方や身体機能の障害により、歩行や座位保持が困難

な方にとって、重要な役割を果たす福祉用具です。大切に使用さ

せて頂きます。農業委員会の皆様本当にありがとうございました。 

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-345 バウンサー 揺れるベビーチェア  

A-346 学習机 
2 セット。椅子あり。社協本所まで取りに来ていただ

くことが条件です。 
 

こんなものをちょうだいや 

Ｍ-617 電気ポット   

 氏 名 新所属：新職名 旧所属：旧職名 

本
所 

田井功子 事務局 事務局次長 再任用 

本井ゆき 
相談支援事業所 

管理者兼相談支援専門員 
居宅介護支援事業所 窪川 相談支援事業所 

介護支援専門員兼相談支援専門員 

佐藤まゆみ 
居宅介護支援事業所 窪川 
管理者兼介護支援専門員 

居宅介護支援事業所 窪川 相談支援事業所 
介護支援専門員兼相談支援専門員 

大
正
支
所 

森二三 
居宅介護支援事業所西部 

介護支援専門員 
居宅介護支事業所 窪川 
管理者兼介護支援専門員 

村上美恵 
デイサービスセンター百年荘 

介護員 
訪問介護事業所 西部 

介護員 

十
和
支
所 

弘田麻紀 
十和支所・事務局 

主事 
大正支所・事務局 

主事 

吉良里茶 
デイサービスセンターこいのぼり 

介護員 
デイサービスセンター百年荘 

介護員 

山本麻友美 
高齢者生活福祉センターこいのぼり荘 

看護師兼生活援助員 
新採 

谷玉江 
ショートステイなごみ 

介護員 
高齢者生活福祉センターこいのぼり荘 

介護員 

人事異動のお知らせ 

 

平成３０年４月１日付 

四万十町社会ふくし大会 2018 開催しました 

【お問い合わせ】 電話 27-1177  担当：佐井和美 

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。 

受賞おめでとうございます！ 
表彰 

長年にわたり、積極的にボランティア活動を展開され、地域での祭りの運営、スポーツ、 

文化の両面で協力された団体 

十川体育会 様 

長年にわたり、高齢者福祉に積極的に貢献された方 

 土居 孜子 様 

感謝 

社会福祉協議会の事業推進に貢献された方 

谷﨑 直子 様 中平 盛榮 様 市川 泰範 様 


