地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町

☆第７回四万十町春季囲碁大会結果発表☆
開催日：５月１８日（金）
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 川上 義記 さん
第 ３位 手塚 正孝 さん

第 6 回十和の里夏祭り
平成３０年６月 10 日発行

日 時：平成３０年 7 月１４日（土）

６月号

水無月

午後５時～午後７時（予定）
場所：十和体育館

おめでとうございます

※今月の題字は、窪川高校美術部の西村美咲さんが書いて下さいました。
発行：社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会
Tel （0880）22-1195 FAX 22-1138
Blog http://kubosya.cocolog-nifty.com/
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広報責任者：尾﨑弘明
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無料法律相談
相談日

しまんとオレンジカフェでは、認知症の方や家族を支える地域づくりを目指して、認知症や介護
等の相談に対する情報提供、助言等を行います。また、認知症の正しい知識の普及啓発や参加者同
士の交流等も目的としています。お楽しみスイーツとコーヒーか紅茶のセットも 200 円でご用意
しております。是非、お気軽にお越しください。尚、今後の開催については毎月第 3 木曜日に定期
開催を予定しています。

日時：平成３０年 6 月 21 日（木）13：30～15：30
場所：小規模多機能ホーム香月内 地域交流スペース

多重債務、慰謝料、遺言、土地 財産、家族問題・・・
弁護士

場所

。

担当弁護士

【時間】

7 月 27 日（金） 四万十町大正健康管理センター

岡田

佑太

午後 1 時～午後 4 時 10 分

8 月 24 日（金） 四万十町社会福祉センター

髙井

雅秀

1日4組

9 月 28 日（金） 十和隣保館

加藤

麗香

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

【受付窓口】

1 月 25 日（金） 四万十町社会福祉センター

髙井

雅秀

しまんと町社会福祉協議会本所

2 月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター

加藤

麗香

（電話：22-1195

3 月 22 日（金） 十和隣保館

岡田

佑太

1 組 40 分

【受付】予約制
（〆切：相談日の 1 週間前）

担当：松下優子、嶋岡麻子）

【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 昌代
加藤麗香氏

子どもからお年寄りまで地域のみんなで一緒に集まってワイワイがやがやと楽しくごはんを食べ
ませんか？しまんと町社会福祉協議会では、大家族で食事ができる場所を小規模多機能ホーム香月に
開設します。６月の予定は下記のとおりです。是非お気軽にお越しください。

日時：平成３０年 ６月２３日（土）１１：３０～１４：００
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
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）

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。

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：白鳩会）

【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】
※運営のお手伝いをして下さるボランティアを募集しています。
ご協力よろしくお願いします。

十和給食サービス（調理担当：支えの会）

【１９日】

平成２９年度 しまんと町社会福祉協議会 決算・事業報告
補助金収入,
会費・寄付金収
51,427,761
入, 905,722

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。
ただ今の登録締切は６月 25 日となっております。是非ご利用ください!!
☆現在、掲載を待っている物品は・・・プリンターインク、三升ガス釜など・・・

【お問い合わせ】

電話

27-1177

担当：佐井和美

大正を花いっぱいに～花畑整備サポーターを募集します～
ボランティアグループ「結」では、今年から休耕田をお借りして花作り、花植えの活動を行い、
大正地域を花いっぱいに出来たらと考えています。
そこでこの活動を一緒に応援（お手伝い）頂ける花畑整備サポーターの方を募集します
寄せ植えやお花作りがお好きな方、定期的にお花の様子を見て頂ける方、ボランティア活動に興味
がある方ならどなたでもご参加頂いてかまいません。活動にご協力頂ける方はお手数ですが、
ボランティアグループ「結」電話０８０－６３８８－7998 担当：尾﨑までご連絡をお願いしま
す。皆さんのご参加をお待ちしております。

前期末支払資金
残高,
88,055,294
その他の活動費
収入,
162,124,556

783,146,897

その他の収入,
4,825,796
障害福祉サービ
ス等事業収入,
8,459,350

事業報告

受託金収入,
71,553,002

貸付事業収入,
固定資産取得
329,125
支出,
事業収入,
97,629,158
20,869,020
その他の支出,
65,560
負担金支出,
85,000

収入合計

施設整備等補助
金収入,
57,726,000

当期末支払資
金残高,
その他の活動 87,728,832
費支出,
79,668,799

介護保険収入,
316,871,271

人件費支出,
404,642,630

支出合計
783,146,897

助成金支出,
300,000

（単位：円）

貸付事業支出,
409,500
事務費支出, 事業費支出,
26,382,193 86,235,225

※5 月２７日（日）１５００本のひまわりの種を植えた時の写真です。

地域のボランティア活動を応援します！
しまんと町社会福祉協議会では、平成３０年度ボランティア活動を行う町内の団体に
対し、活動費の助成を行うこととなりました。新たな活動の財源として活用して頂き
たく、下記のとおり申請団体を募集します。
【助 成 対 象 者】 四万十町内で活動するボランティアグループ
※法人格を有する団体等、助成の対象にならない場合もあります。
【助成対象経費】
【申 込 方 法】
【申 込 締 切】
【助
成
額】
【お問い合わせ】

お手数ですが、申請時に担当までご確認ください。
新規活動も含め、実践活動を行うために必要な費用に対する経費
（交通費、材料費等）
しまんと町社会福祉協議会に申請書を提出
（申請書はしまんと町社会福祉協議会本所にあります。）
平成３０年７月２０日（金）
１団体の限度額 30,000 円
本所（電話 22-1195 担当：武内早希子）

～お知らせ～
小規模多機能ホーム香月に自動販売機を設置しました。この自動販売機は、売り
上げの一部が、赤い羽根共同募金会に寄付されます。施設敷地内に設置していま
すので、皆様お気軽にご利用ください。

