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２４時間テレビ 42「人と人～ともに新たな時代へ」
▼十和会場
8 月１４日（水） １６：００～２０：００ こいのぼり公園

相談日
場所
8 月 23 日（金） 四万十町社会福祉センター

担当弁護士
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

【受付窓口】

1 月 24 日（金） 四万十町社会福祉センター

岡田

佑太

しまんと町社会福祉協議会

2 月 28 日（金） 四万十町社会福祉センター

三上

翔平

本所

３月 27 日（金） 十和隣保館

武内

良平

【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）

電話：22-1195
（担当：松下優子）

▼大正会場
8 月２4 日（土） 1６：００～２０：００ やまびこ作業所前駐車場

※予約時にお名前、連絡先、相談の概要を聞

▼窪川会場
8 月２４日（土） 16：３０～２０：００
２５日（日） ９：００～１７：００
９：００～１８：００

※都合により予約時間の変更などがある場合

四万十町農村環境改善センター
道の駅あぐり窪川
しまんとハマヤ

き取りいたします。

があります。また、予約が埋まれば順次翌

武内良平

皆様のご協力をよろしくお願いします。

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、ご協力頂きました特別会員の皆様をご紹介します。
（令和元年７月１日～7 月 31 日まで）
是信電設（株）、（株）みやたエイト窪川店、ぶんぐはうす Ryubi、山中畜産、四万十とまと（株）
藤田自動車、大正道の駅四万十大正であいの里、海洋堂ホビー館、海洋堂かっぱ館、（株）北幡建設
（公財）四万十公社
（順不同・敬称略）

三上翔平

窪川地区

岡田佑太

月以降の予約となります。

ミニサロン 9 月予定表

5日

風らっと川南（社会福祉センター）

9日

風らっと東大奈路（東大奈路集会所）

19 日

風らっと立西（立西町民会館）

24 日

風らっと志和峰（志和峰集会所）

十和地区 ミニサロン 9 月予定表
27 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

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 22-1195
担当：平野まゆみ

担当：市川ひとみ・古谷えり

平成 30 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。

9 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
おすすめ講座（障害の理解）

８月の地域食堂は以下の日程で開催します。
８月１７日（土）は、お休みさせて頂き、８月２２日（木）に変更となります。
日時：８月２２日（木）１１：００～１４：００
料金：３００円（高校生以下/２００円 小学生以下/１００円）
場所：小規模多機能ホーム香月
※ボランティアグループ『あしたの会』の皆さんにおいしいお料理を作って頂きます。メニューは、現在
検討中です。お楽しみに！！是非、お気軽にご参加下さい。

10：00～11：00

【21 日】

窪川給食サービス（調理担当：更生保護女性会）

【11 日】

十和給食サービス（調理担当：支 え の 会）

【19 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】

しまんとオレンジカフェ（小規模多機能ホーム香月）

13：30～15：30

【19 日】

9：00～11：00

【15 日】

1１：00～14：00

【21 日】

しまんとオレンジカフェとおわ（十和の里）
地域食堂・みんなでごはん（小規模多機能ホーム香月）

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 9 月 25 日となっております。是非、お気軽にご
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、
ご自身で保管頂くようお願い致します。

実は身近な法律問題・・・弁護士さんの話聞いてみませんか？
【十和地区】

日 時：８月２７日(火)午後１時３０分～３時
場 所：あったかふれあいセンター十和
【窪川地区】

【お問合せ先】 電話 27-1177 担当：佐井 和美

日 時：１０月１１日（金）午後１時３０分～３時
場 所：四万十町役場 多目的ホール
【大正地区】

７月１２日（金）窪川金上野グラウンドにて「第１１回町老連支部長杯グラウンドゴルフ大会」が開催さ
れました。ここ数日の天候の影響で、延期されていた大会もこの日は、良い天気に恵まれ、行われました。
この日は、２２名の参加者が集まり、終始ワイワイと楽しくプレイをしながらも白熱した戦いが繰り広げ
られました。
入賞された方おめでとうございます。参加された皆さんお疲れ様でした。

日 時：１２月６日（金）午後１時３０分～３時
場 所：交流センターたのの
【お問い合わせ】本所（電話 22-1195 担当：松下

優子）

※詳しくは全戸配布されるチラシをご覧下さい。また、入場は無料ですが、団体(１０人以上)
で参加する場合は事前にお申込み下さい。

介護職員初任者研修受講生募集
しまんと町社会福祉協議会では、町の委託を受けて、介護職員初任者研修を下記の要領で開催します。
日

程：10 月１日（火）～11 月 2２日（金）予定
☆実技試験及び修了試験があります。

実 施 場 所：小規模多機能ホーム香月

地域交流スペース等（香月が丘７番３０号）

募 集 人 員：２０名（応募多数の場合は、選考委員会で選考）
受 講 対 象 者：四万十町内在住または、四万十町内で仕事をしている方で、資格取得後、
介護現場での就労を希望する者。
受

講

料：1５,４４４円
（テキスト代５,４４４円を含みます。テキスト代はキャンセル後、返還できません。）
その他、必要に応じて別途費用がかかる場合があります。
※この研修は、本人確認（免許証、保険証等）が必要となっております。
※受講希望者が少ない場合は、研修が中止となる場合があります。

申 込 期 間：８月１３日（火）～９月２４日（火）
お問い合わせ：☎２２－１１９５

担当：田中

勇一

７月１３日（土）、十和体育館を会場に『十和の里』夏祭りを開催しました。
この夏祭りは施設入所されている高齢者の方に少しでも楽しんでもらいたい、そして地域住民との交
流の場になればという思いから始めたお祭り（イベント）です。当日はあいにくのお天気で、来場者
に影響がないか心配していましたが、会場には約３００名の方に来場して頂きました。
イベントは、昭和保育所・小鳩保育所の園児による可愛い竹太鼓踊り、保育士さんによるマジック、
地域の方々のカラオケ、社協職員によるダンス、抽選会と盛り沢山の内容で、会場は終始、多くの拍
手や笑顔で包まれました。運営には、地元のボランティアグループ『支えの会』の皆さんや個人ボラ
ンティアの方々にご協力頂きました。本当にありがとうございました。

