
 

 

地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 

 

                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

しまんと町社協では、毎年 24 時間テレビに合わせてチャリティーイベントを開催しておりますが、

今年度はコロナウイルス感染症流行の影響で、各会場でのイベントは中止させて頂く事になりました。 

今年度の各会場の募金活動については以下の通りになります。 
 【窪川会場】 【大正会場】 【十和会場】 

募金受付日時  
8 月 23 日（日） 

9：00～17：00 

8 月 22 日（土） 

8：00～17：00 

8 月 23 日（日） 

9：00～12：00 

場 所  ・しまんと ハマヤ 
・四万十町 

大正老人福祉センター 

・道の駅  

 四万十とおわ 

 

 

 

※詳細につきましては次回お知らせいたします。 

日程：令和 2 年 10 月 3 日（土） 

時間：9：00～15：00 

種目：オセロ、囲碁、将棋   ～どなたでもご参加いただけます～ 

 

                                                                                                                       

 

 

 

今月の表題は、デイサービスセンター百年荘のご利用者、小野川 小萩

さん(99 歳)に書いて頂きました。今年 100 歳を迎えられます。「しわが

無いようにきれいに写真を撮ってよ。」とお茶目な一面も！ 

優しく、力強くも感じられる素敵な表題をありがとうございました。 

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：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。 

９月２５日（金） 十和隣保館 小野 歩 

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 歩 

１月２２日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

２月２６日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

３月２６日（金） 十和隣保館 三上 翔平 

【くぼかわボランティア連絡協議会】 

 

 
 

 

 

 

○世話人会 9/7 

窪川   

風らっと川南（社会福祉センター） 9/3 

風らっと若井（若井グリーンセンター） 9/7 

風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 9/14 

風らっと志和峰（志和峰集会所） 9/28 
 

【給食サービス】  

○窪川給食サービス 

（調理担当：食生活改善推進協議会） 
9/9 

○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） 
9/22 

○十和給食サービス 

（調理担当：支えの会） 
9/17 

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 22-1195 

担当：柳本沙耶香・市川ひとみ 

【おすすめ講座】  十和   

風らっと四手崎（四手崎集会所） 9/18 
 

「身につけておくべき応急手当」 9/19 

～いざという時のための応急手当の知識と技術を学ぼう～ 

 

場所：四万十町社会福祉センター 

(茂串町 11-30) 

時間：10:00～11:00 

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 28-5331 

担当：平野まゆみ 
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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 

※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。 

 

 
 

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 １名 相談業務（アウトリーチ支援員） 
  在宅福祉事業に関する業務 １名 介護支援専門員 
 
２．応募資格 ６４才以下の方 

（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） 
 
３．試験内容 面接（面接日は後日連絡します。） 
 
４．採 用 日 地域福祉事業に関する業務 令和 2 年 10 月 1 日～ 
       在宅福祉事業に関する業務 令和 3 年 4 月 1 日～ 
 
５．申込〆切 令和２年８月３１日（月）までに履歴書を下記までご持参下さい。 
 

※ご不明な点は下記担当者までご連絡をお願いします。 
 

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会 本所 

         〒786-0004 高岡郡四万十町茂串町 11-30 

          電話 0880-22-1195   FAX 0880-22-1138 

          担当  尾﨑 弘明  田中 勇一 



 

 

社協の活動は皆様からの会員会費・ご寄附によって支えられています 

～ご協力をお願いします～ 

 しまんと町社会福祉協議会の活動に多くの住民・団体・法人などの皆さまが会員として参加・

参画いただくことで「地域の支え合い」を実現する取り組みをしています。 

 

・一口：500 円 

 住民の皆様個人にお願いしています。 

 

・一口：5000 円以上 

 企業・法人・商店・団体等にお願いしています。 

 

 

個人会費：【333 人】  特別会費：【85 団体】 

・会員会費はこのような事業に使われています！！ 

【ボランティア養成事業】 
 町内の個人または団体を対象とした手話講座の開催など、障害への理解と交流を図れる人材の育

成に取り組んでいます。 

 

【災害ボランティア研修会】 
 年に一回、窪川、大正、十和各地区で災害ボランティア 
研修を開催し、有事にボランティアとして活躍いただける 
人材の育成に努めています。 
 

【ミニサロン】 
 窪川６地区、十和 1地区でミニサロンを開催し、 
食事やゲーム、体操などを交えながら地域の集い 
の場を構築しています。 

   

【おすすめ講座】 
 福祉についての理解と関心を深めるため、毎月
テーマを変えて第３土曜日に「おすすめ講座」を開催 
しています。どなたでも自由に参加していただけます。 
 

 

 

【健康ゲーム機材導入】 

 社会参加寿命の延伸や健康増進、ゲーム実践時における脳機能の 
維持改善が期待できることから、サロンや宅老所等、地域の集まりの 
場で積極的に活用していただけるよう、貸出用ゲーム機材を２組購入 
させていただきました。 

 ■リズム系  ■レーシング系 

 太鼓の達人  グリンツーリスモ 

 ・ソフト  ・ソフト 

 ・太鼓、バチ  ・ハンドル 

  ・ペダル 

プレイステーション本体も準備しています。 

 
【お問い合わせ：受付窓口】 
本 所（四万十町茂串町 11-30）電話：22-1195 
大正支所（四万十町大正 32-1）電話：27-1177 
十和支所（四万十町昭和 470-6）電話：28-5331 

 

  

これから台風シーズンを迎えます！「備えあれば患いなし」防災について今一度考える機会を

持ちたいですね。今回はしまんと町社会福祉協議会で行われた防災に関する取り組みをまと

めてご紹介します。 

 

 

この研修は、3 年間を通して災害ボランティアセンターの模擬訓練
を経験することで、災害ボランティアセンターへの理解を深めること
と、災害に対する啓発を目的としています。2、3 年生は昨年に続い
て今年は担当を変更しての模擬訓練、1 年生は初めての模擬訓練とな
り、3 年間で全ての担当を経験していただけるようになっています。 
実際の災害ボランティアセンターの運営は、社協職員が中心となっ

て運営されることが想定されますが、災害時はボランティアとして、
また地域住民とのパイプ役として、生徒の皆さんの力が発揮できるよ
う、今後も継続して訓練を行っていきます。 
 
 
 

 

 

 

 

大正支所職員を中心に 21 名の職員、また大正地域振興局より 2 名
の職員の方に参加いただきました。 
今回の研修は、作られた訓練のプログラムをこなすのではなく、そ

れぞれ配置された部門で、何が必要か、どう配置するのかを考えなが
らできるような研修とし、実際に福祉避難所の設営・運営を担う職員
一人ひとりが想定をし、動ける体制の確立に向けての研修でした。 
必要備品の準備、要配慮者の適切な配置など、それぞれ担当の流れ

を確認し、参加者全員が主体性をもって参加できる有意義な研修とな
りました。今後は、不足備蓄品の確保や設備の整備、感染症対策、行
政等の関係機関との連携といった、今回の研修で明らかとなった課題
を一つずつ解決しながら、福祉避難所の体制づくりをさらに強化して
いく研修を継続して行っていく予定です。 

 

 

  

 先月 7 日は七夕でした。あいにくのお天気で天の川を見ることは出来ませんでしたが、しまんと町

社会福祉協議会では、各事業所で七夕飾りをしたり、七夕にちなんだランチを食べたりして過ごしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓福祉用具の活用方法について学ぶ様子 

 

食生活改善推進協議会による「食育の話」↑ 

小規模多機能ホーム香月 デイサービスセンター百年荘 デイサービスセンターひだまり デイサービスセンターこいのぼり 

個人会員 特別会員 

【7/12（日）大正老人福祉センター福祉避難所運営訓練】 

https://www.kochinews.co.jp/image/article/650x488/343/fe8e653e3df712ded577b68ccc06893b.jpg

