
地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                     

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
  

 

  

  

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） 

4 月 26 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

5 月 24 日（金） 四万十町社会福祉センター 岡田 佑太 

6 月 28 日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

7 月 26 日（金） 大正健康管理センター 三上 翔平 

8 月 23 日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

9 月 27 日（金） 十和隣保館 岡田 佑太 

10 月 25 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

11 月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター 岡田 佑太 

12 月 20 日（金） 大正健康管理センター 武内 良平 
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窪川地区 ミニサロン５月予定表 
 

   9 日 風らっと川南（社会福祉センター） 

   15 日 風らっと神ノ西（神ノ西集会所） 

   20 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 

  23 日 風らっと立西（立西町民会館） 

 27 日 風らっと志和峰（志和峰集会所） 

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 22-1195 

担当：市川ひとみ・古谷えり 

十和地区 ミニサロン５月予定表 

       13 日 風らっと十川（十和地域振興局） 

  2２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：平野まゆみ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：四万十町連合婦人会窪川支部 ）  【8 日】 

十和給食サービス（調理担当：支えの会）          【1７日】 
地域食堂・みんなでごはん（小規模多機能ホーム香月）    【18 日】 

しまんとオレンジカフェ（小規模多機能ホーム香月）    【22 日】
しまんとオレンジカフェ（十和の里）           【19 日】 

多重債務、慰謝料、遺言、土地 財産、家族問題・・・ 

弁護士 。 
無料法律相談 

※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。 

 岡田佑太武内良平 三上翔平 

平成３１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 

【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 

・福祉の学習会 

 

 

【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 

・障害児長期休暇支援事業 

・はたらくチャレンジプロ

ジェクト 

当 初 予 算 

支出の部 610,473千円 

人件費支出 436,404 
事業費支出  98,926 
事務費支出  27,802 
貸付業務支出   2,124 
助成金支出     580 
負担金支出      95 
その他の支出  42,701 
予備費支出   1,841 
 

収入の部 610,473千円 

会費・寄付金収入    700 
補助金収入      60,711 
共同募金配分金収入   1,534 
受託金収入  86,770 
貸付事業収入   2,373 
事業収入  22,770 
介護保険事業収入 354,025 

   12,094 
雑収入   1,415 
受取利息配当金収入     237 
その他の収入      6,079 
その他の活動収入  61,765 

 

４月から十和の里でも毎月第３日曜日にしまんとオレンジカフェ（認知症カフェ）を始めます。

ぜひ、参加してみませんか！！（開催時間：９：３０～１１：３０） 



 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の登録締切は４月 25 日となっております。是非ご利用下さい 

尚、もろうてやに登録頂いた物品は、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 

物品をご自身で保管頂くようお願い致します。お問合せ先】 電話 27-1177 担当：佐井 和美 

 

 

 

 氏 名 新所属：新職名 旧所属：旧職名 

本

所 

谷本 佑季 
総務地域課 

主事 
在宅福祉課 

主事 

弘田 麻紀 
総務地域課 

主事 
十和支所 

主事 

山野上 千秋 
在宅福祉課：訪問介護事業所 窪川 

介護員 
在宅福祉サービス係：訪問介護事業所 西部 

介護員 

大
正
支
所 

丸山 光恵 
在宅福祉サービス係：訪問介護事業所 西部 

介護員 
在宅福祉サービス係：ショートステイ 

なごみ管理者（生活相談員） 

谷本 忍 
在宅福祉サービス係：デイサービスセンター 

百年荘 管理者（生活相談員） 
在宅福祉サービス係：デイサービス 

センターこいのぼり 管理者兼生活相談員 

池田 真帆 
在宅福祉サービス係：デイサービスセンター 

百年荘 介護員（生活相談員） 
新採 

十
和
支
所 

平野 まゆみ 地域福祉係：福祉活動専門員 
デイサービスセンターひだまり 

係長兼管理者 

中城 勝巳 
在宅福祉サービス係：デイサービスセンター 

こいのぼり 管理者（生活相談員） 
在宅福祉サービス係：高齢者生活福祉 

センターこいのぼり荘 管理者 

山﨑 秀美 
在宅福祉サービス係：高齢者生活福祉センター 

こいのぼり荘 管理者（生活援助員） 
在宅福祉サービス係：高齢者生活支援 
ハウスなごみ 管理者（生活援助員） 

岩本 辰子 
在宅福祉サービス係：高齢者生活福祉センター 

こいのぼり荘 介護員（生活援助員） 
在宅福祉サービス係：グループホーム 

ひだまり 介護員 

中川 知余 
在宅福祉サービス係：デイサービスセンター 

ひだまり 管理者兼看護師 
在宅福祉サービス係：デイサービス 
センターひだまり 看護師兼介護員 

槙野 あゆみ 
在宅福祉サービス係：デイサービスセンター 

ひだまり 介護員（生活相談員） 
在宅福祉サービス係：デイサービス 
センター百年荘 介護員兼生活相談員 

武内 早希子 
在宅福祉サービス係：デイサービスセンター 

ひだまり 介護員（生活相談員） 
本所 総務地域課：主事 

竹内 美鈴 
在宅福祉サービス係：高齢者生活支援 
ハウス なごみ 管理者（生活援助員） 

在宅福祉サービス係：デイサービス 
センター百年荘 管理者兼生活相談員 

吉良 里茶 
在宅福祉サービス係：グループホームひだまり 

介護員 
在宅福祉サービス係：デイサービス 

センターこいのぼり 介護員 

宮畠 利仁 
在宅福祉サービス係：ショートステイ 

なごみ 管理者（生活相談員） 
在宅福祉サービス係：ショートステイ 

なごみ 介護員 

氏 名 
（臨時職員） 

新所属：新職名 旧所属：旧職名 

長山 真也 
在宅福祉サービス係：デイサービスセンター 

こいのぼり 介護員 
新採 

芝  美 保 
在宅福祉サービス係：高齢者生活福祉 

センターこいのぼり荘 介護員 
在宅福祉サービス係：ショートステイ 

なごみ 介護員 

武石 知佐子 
在宅福祉サービス係：高齢者生活支援 

ハウスなごみ 介護員 
在宅福祉サービス係：グループホーム 

ひだまり 介護員 

宮本 美香  
在宅福祉サービス係：ショートステイなごみ 

介護員 
在宅福祉サービス係：高齢者生活支援 

ハウスなごみ 介護員 

芝   榛華 
在宅福祉サービス係：ショートステイ 

なごみ 介護員 
在宅福祉サービス係：高齢者生活福祉 

センターこいのぼり荘 介護員 

山碕 幸子  
在宅福祉サービス係：グループホーム 

ひだまり 介護員 
在宅福祉サービス係：高齢者生活支援 

ハウスなごみ 介護員 

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-355 フードプロセッサー   

A-356 冷風扇風機 アルファックス製  

Å-357 こたつ 75 ㎝×75 ㎝  

A-359 動噴 
エンジン付、100 ㎝ホース 2 本付、軽トラで 2 名で両脇を抱えて

軽く持ち上げられる 
 

A-360 ミキサー マジックブレットデラックス  

A-361 簡易トイレ サニタリーエース HG。未使用。  

A-362 ガス釜 三升炊き、釜のみ  

A-363 肌布団   

こんな物をちょうだいや 

M-627 壁掛け時計   

M-628 ガスレンジ   

A-631 ロールマッサージ器   

A-632 カラオケマイク ハンディカラオケのように曲が沢山入っているもの  

A-635 CD ラジカセ   

A-636 プランター   

人事異動のお知らせ 

 

平成３１年４月１日付 

３月 10 日（日）に、四万十町農村環境改善センターにて四万十町社会ふくし大会２０１9 を

開催しました。 

この大会は、毎年「生きる」をメインテーマとし、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる

地域社会を目指し、その為に必要なこと、出来ることは何かを考えるきっかけづくりの場となる

よう行っています。今年のサブテーマは「健康」。講演ではテーマに沿って、高知市福祉保健所

長 堀川俊一氏に「元気で長生きするために～いきいき百歳体操の経験～」と題し講話頂きまし

た。その後、ボッチャやピラティスなど様々な体験が出来る時間もあり、各体験コーナーとも沢

山の来場者で賑わっていました。 

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。 

  

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、地域貢献された団体 
団体：さくら会 様 

感謝 
社会福祉協議会の事業推進に貢献された方 
 個人：太田  明都子 様 

四万十町社会ふくし大会 2019 開催しました 


