地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町
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※今月の題字は窪川小学校 6 年 田井美莉愛さんに書いて頂きました。
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特別会員のご紹介
しまんと町社協の事業運営・地域福祉活動にご理解いただき、
ご賛同いただいた特別会員の皆様をご紹介します。
(
（平成 30 年 6 月２8 日現在）
（有）窪川タイヤ商会

（株）活魚の大輝

場所

担当弁護士

【時間】

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

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

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）

（有）しまんとサービス （有）松葉建設 （有）七里建設 （株）あぐり窪川

（有）高知植物 花だより （有）熊谷鉄建
社会福祉法人明成会

相談日

（有）共栄建設

仁井田米専門店 武吉米殻店

社会福祉法人清流会ケアハウス四万十ピア

（株）ビーフキャトル

（有）台地鉄工

四万十コンクリート（株） 土佐共同産業 （株）オレンジベア

（有）吉岡建設

藤原商店 （有）渡辺石油 農事組合法人平野共同畜産 農事組合法人四国デュロックファーム
玉川石油店

高知はた農協大正支所

いごはち 道の駅四万十大正

武内商店

（株）井原組 （株）無手無冠

須藤鮮魚店

(有)大正フードセンター みたに鮮魚店

（有）郷田組

山中畜産

（株）田邊建設 （株）ファミリー大正 四万十生産（有）

武政自動車

加藤麗香氏

大正石油所 中平理容

岡田佑太氏

髙井雅秀氏

（有）大和建設

就労継続支援Ｂ型事業所やまびこ 就労継続支援Ｂ型事業所あさぎり あったかふれあいセンターやまびこ

※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。

（順不同・敬称略）
平成 29 年度に会員の皆さまよりお預かりさせて頂いた会費については、ボランティア養成事業、もろうてやちょうだいや
事業、災害ボランティア研修会、ミニサロン、給食サービス、ふれあい郵便等に活用させていただきました。ご協力頂き、
ありがとうございました。

■□■□■手話講座① 受講生募集!! ■□■□■
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？

場

所

四万十町社会福祉センター

開催日

8 月６日（月）～10 月 29 日（月）

時 間
受講料
申込〆切
お問い合わせ

（毎週月曜日 １０回コース）
午後７時～午後８時 30 分
500 円（テキスト代）
８月３日（金）
電話 22-1195
担当：武内 早希子

窪川地区

ミニサロン 8 月予定表

1 日 風らっと神ノ西（神ノ西集会所）
6 日 風らっと峰ノ上（峰ノ上集会所）
7 日 風らっと六反地（六反地集会所）
20 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所）
27 日 風らっと志和峰（志和峰集会所）
30 日 風らっと若井（若井グリーンセンター）

十和地区 ミニサロン８月予定表
13 日 風らっと十川（十和地域振興局）
24 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２２－１１９５

お申し込み・お問合せ⇒電話 28-5331

担当：長谷部美穂・市川ひとみ・古谷えり

担当：弘田麻紀

８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：合同）

【８日】

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）【22 日】
十和給食サービス（調理担当：支えの会）

【１6 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。今回ご紹介する物品への登録締切は 7 月 25 日となっております。是非ご
利用ください!! 【お問い合わせ】

電話

27-1177

担当：佐井和美

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。毎月第 3 木曜日に定期開催しています。是非、お気軽にお越しください。

情報№

物品名

状態（型式・サイズ・色・使用年数 等）

写真

日時：平成 30 年７月 19 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

こんな物をもろうてや
A-345

プリンターインク

EPSON。7e-9。

A-346

ガス窯

3 升炊き、釜のみ

A-347

ゲートボール用ゼッケン

A-348

苗箱

A-349

ミニボストンバック

A-350

三菱製。100 枚くらい。

ミッキー模様のデザイン。黒。内部に少しだけ汚れがあり
ますが、外側は綺麗で使えます。
DVD8 枚
新品（キングソロモン、オズの魔法使い、円卓の騎士、市
懐かしの名作映画ベストセレ 民ケーン、サムソンとデリラ、アリババと四十人の盗賊、
クション
ジャンヌダーク、アラビアン・ナイト）
こんな物をちょうだいや

M-617

電動アシスト自転車

M-618

PP バンド

かご作りなどに利用

松葉川地区担当より地域の魅力をお届けします。
今回は、『世界の料理教室・松葉川地区国際交流地区民運動会』に参加
してきました。
このイベントは、地域おこし、活性化、交流を図る事を目的に高知大学
の学生サークル、留学生、地域住民が連携して行っているものです。１日
目は、世界の料理教室が開催され、ネパール、韓国、スウェーデン、日本
の４ヵ国の料理を作り、夕方の夏祭りで参加者に夕食として振舞われ、各
国の料理を味わいました。
また催しは、サークルメンバーによるバンド演奏や地域おこし協力隊に
よる大道芸の披露や子供向けの出店等があり、会場は大変賑わっていまし
た。
２日目の運動会は米奥小学校体育館で開催。今年は飛び入りを含めて約
180 名の老若男女が参加し、白熱した戦いが繰り広げられました。皆さん、
終始笑顔で楽しまれていました。
今後も様々な地域活動に参加して松葉川地区の魅力を発信していけたら
と考えています。松葉川地区の皆さん、本当にありがとうございました。

○
○

【お問い合わせ先】しまんと町社会福祉協議会
電話

22-5666

担当：森

小規模多機能ホーム香月
昌代

6 月 23 日（土）に２回目の地域食堂を開催しました。参加して下さったボランティアさんからは
「作ることが楽しかった」
「おかわりしてくれる人もいた」
「もっとこの活動を多くの方に知ってもら
いたい」「作る人も来る人もたくさんの人に関わってもらいたい」等のお声をいただきました。今月
は下記の日程で開催します。是非お気軽にお越しください。また、運営のお手伝いをして下さるボラ
ンティアの方を募集しています。ご協力よろしくお願いします。

日時：平成３０年 ７月２１日（土）１１：００～１４：００
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（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）
※岡田米穀店、武吉米穀店、地域の皆さんより食材を
提供していただきました。ありがとうございました。

２４時間テレビ４１ 愛は地球を救う
テーマ「人生を変えてくれた人」
例年多くの方にご協力いただいております２４時間テレビチャリティー
イベントを今年も窪川（8 月 25 日・26 日）大正（8 月 25 日）十和（8 月 14 日）に開催
する予定です。詳細については来月の広報でご案内します。
≪チャリＴシャツ販売≫
価格：１,５００円 2 デザイン サイズ： SS～LL カラー：黄、むらさき、ピンク、黒
数に限りがあり、売り切れとなる場合があります。注文等気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ】窪川地区 担当：武内早希子 電話 22-1195
大正地区 担当：佐 井 和 美 電話 27-1177
十和地区 担当：弘 田 麻 紀 電話 28-5331

