地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町
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１０月２３日（金）

四万十町社会福祉センター

三上

翔平

１１月２７日（金）

四万十町社会福祉センター

武内

良平

１２月２５日（金）

大正健康管理センター

小野

１月２２日（金）

四万十町社会福祉センター

２月２６日（金）

四万十町社会福祉センター

３月２６日（金）

十和隣保館

三上

歩
翔平

小野
三上

歩
翔平

【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）
【受付窓口】
しまんと町社会福祉協議会
本所 電話：22-1195
（担当：弘田麻紀）
※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。

(

今月号の表題は大正 10 年 4 月 12 日生まれの満 99 歳の井原幸衛さんに書いて
戴きました。素敵な表題をありがとうございます！

【ボランティア連絡協議会】
〇世話人会

臨時職員募集

11/6（金）

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会では、次の臨時職員を募集します。
1. 地域福祉事業に関する業務 事 務 職 員 １名
在宅福祉事業に関する業務 介護支援専門員 １名
2. 応募資格

3. 試験内容
4. 採用日

64 歳以下の方
（要普通自動車免許で、パソコン[ワード、エクセル]を使用できる方）
面接（面接日は後日連絡します。）

令和 2 年１０月 30 日（金）までに履歴書を下記までご持参ください。
社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会本所

（若井グリーンセンター）
〇風らっと神ノ西 11/13（金）
（神ノ西集会所）
〇風らっと東大奈路 11/16（月）
（東大奈路集会所）

〒786-0004 高岡郡四万十町茂串町 11-30
電話

0880-22-1195

FAX

十和地区
〇風らっと四手崎 11/27（金）

（社会福祉センター）
〇風らっと志和峰 11/24（火）
（志和峰集会所）

（四手崎集会所）

お問合わせ⇒☎22-1195
担当：柳本・市川

お問合わせ⇒☎28-5331
担当：平野

※いずれの予定も、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、変更となることがあります。

苦情解決相談窓口のご案内

24 時間テレビチャリティー
募金最終結果報告
T シャツ・グッズ募金

イベント後受付

サービス内容

職員の態度や
言葉づかいが
悪い

窪川会場

202,634 円

50,472 円

56,638 円

☆募金者計☆
２２１人

大正会場

38,375 円

22,288 円

14,018 円

（団体を含む）

十和会場

25,500 円

22,848 円

2,947 円

266,509 円

95,608 円

73,603 円

計

〇カラダの教養講座 11/21（土）
～加齢による体の変化と運動効果～
場所：社会福祉センター（茂串町 11-30）
時間：10：00～11：00
お問合わせ⇒☎22-1195
担当：尾﨑・柳本

0880-22-1138

担当：尾﨑 弘明・田中 勇一
※ご不明な点は担当者までご連絡をお願いします。。

当日募金

【おすすめ講座】

窪川地区
〇風らっと若井 11/2（月）
〇風らっと川南 11/19（木）

地域福祉事業に関する業務 令和２年１１月 １日～
在宅福祉事業に関する業務 令和３年 ３月 １日～

5. 申込締切

【給食サービス】
〇窪川地区
11/11（水）
（担当：連合婦人会）
〇十和地区
11/19（木）
（担当：支えの会）
〇大正地区
11/22（日）
（担当：ボランティアグループ「結」）

☆募金総額☆
４３５，７２０円

今年も多くの方にご協力頂き、無事終了いたしました。お預かりした募金は、四国銀行窪川支店、高知信用金庫
四万十支店、高知銀行大正支店、JA はた十和支所を通じて 24 時間テレビチャリティー本部に送金しました。

が説明と違う

社会福祉法第 82 条の規定により、しまんと町社
会福祉協議会では利用者からの苦情に適切に対応
する体制を整えております。
この仕組みは、利用者が安心して、適切な福祉
サービスを利用し、そのサービスに納得、満足でき
るよう、経営者及び客観性が確保できる第三者によ
る、適切な苦情解決を図るものです。
本会では、【苦情受付担当者】【苦情解決責任者】
を整備し、適切な苦情解決に努めております。また、
利用者の立場や特性に配慮し、客観性を確保するた
め、【第三者委員】を整備しております。

【第三者委員】 壬生

直徳

（電話 23-0023）

勇一

市川

敏英

（電話 27-0224）

弘明

山本美知代

（電話 28-5413）

【苦情解決責任者】事 務 局 長

長谷部 恵美

【苦情受付担当者】在 宅 福 祉 課 長

田中

総務・地域課長 尾 﨑

朝晩はすっかり肌寒くなり、日中も過ごしやすい季節となりました。今月
の季節だよりはしまんと町社会福祉協議会で行われた防災訓練の様子と敬
老会の様子を紹介します。

9/13（日）、旧丸山小学校体育館において、生活支援サポーターフォローアップ研修を行いました。
平成 29 年度に養成研修をスタート、養成研修終了後は毎年丸山地区で実施されている防災訓練に合わ
せて防災福祉マップづくりを中心にフォローアップ研修を開催しています。
防災福祉マップは、地域の情報を地図に可視化し、日頃から地域の情報を共有し、災害発生時のみな
らず日常でも互いに気遣い支え合える関係性を築いていこうという取り組みです。
フォローアップ研修終了後は、危機管理課による避難所運営訓練が行われました。来年以降の提案や
叱咤激励もいただきました。反省するとともに、今後も住民の方の真摯な姿勢に応えられる取り組みを
継続していきます。

【デイサービスセンター百年荘 防災訓練】
８/27（木）デイサービスセンター百年荘では、消防士立ち合いの下防災訓
練を行いました。避難訓練後は、利用者さんに消火器を使った消火訓練を行い
ました。消火器は正しい使用方法をマスターすれば高齢の方でも扱える仕様に
なっています。詳しくは、総務省消防庁ホームページ等を参照してください。
【総務省消防庁ホームページ】https://www.fdma.go.jp/

デイサービスセンター百年荘

お赤飯のお昼ごはん！
とってもおいしいよ。

カラオケ大会♪

〇９/18（金）四手崎ミニサロン

皆さん興味津々で
聞いてくださいました。
長寿代表として最長寿の中城花子さん（100 歳）に
赤いちゃんちゃんこを着て参加していただきました！

小規模多機能ホーム香月
まっこと、
楽しいね～

[認知症予防脳トレゲーム！]
なかなか難しい…

〇9/24（木）十和隣保館
た大正老連 敬老のお祝い
日頃の感謝を込めて！
これからもお元気で
お過ごしください。

職員が役者の
寸劇も観ていただきました！

しまんと町社会福祉協議会では認知症啓発活動を行っています。認知症・若年性認知症について、
認知症の予防、認知症の方への対応、認知症の方の気持ちなど認知症についての正しい知識を学びま
せんか？詳しくはお気軽にお問合わせください。
お問合わせ先⇒☎22-1195（窪川地区担当：柳本 沙耶香）
☎27-1177（大正地区担当：佐井 和美）
☎28-5331（十和地区担当：平野 まゆみ）

会員の皆さんへの日頃の活動の感
謝の気持ちと、いつまでも元気で過
ごしましょうという思いを込めて、
役員を中心に 59 パックのお赤飯を
作り、マスクを添えて会員一人ひと
りにお配りしました。

デイサービスセンターこいのぼり
職員よりご利用者さんにメッセージカードを
作ってお渡ししました。もらったカードを見て

「花とロマンのまち大正」
四万十町大正地区ボランティアグループ「結」
では、「花とロマンのまち大正」をスローガン
に休耕田を利用して、花を植え始めて今年で 3
年目を迎えます。花を通じて元気な地域にな
ればという想いを込めてコツコツと進めてき
ました。このようにきれいに咲くのは、日々
の手入れをボランティアさんが代わる代わる
してくれているおかげです。
この秋にはきれいなコスモスが咲く事で
しょう。皆さんお楽しみに！

田野々大橋付近にご注目！

「まーえいもんをもろうたよ！」と皆さんに喜んで
いただきました。

これからも、元気でデイサービスに来てくださいね！

十和の里
おもしろうて、涙が出るよ～

職員が変装をして、ご利用者の皆さま
の 1 年間の健康を願ってご祈祷をしまし
た！いつもと違って面白い恰好をした職
1 年間みなさんが
元気で過ごせますように！

員の姿を見て皆さんとても楽しんでくれ
ていました。

