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無料法律相談

睦月
広報責任者：尾﨑弘明

(

職員募集！

相談日

弁護士

場所

。

担当弁護士

7 月 23 日（金）

四万十町社会福祉センター

武内

良平

8 月 27 日（金）

四万十町社会福祉センター

三上

翔平

9 月 24 日（金）

十和隣保館

小野

10 月 22 日（金）

四万十町社会福祉センター

11 月 26 日（金）

四万十町社会福祉センター

12 月 24 日（金）

四万十町大正健康管理センター

武内

歩
良平

小野
三上

歩
翔平

1 月 28 日（金）

四万十町社会福祉センター

小野

歩

2 月 25 日（金）

四万十町社会福祉センター

三上

翔平

3 月 25 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）
【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。

１．職種及び採用予定人員
一般事務補助

若干名

２．受験資格
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
自力により通勤ができ、かつ、介護者なしに通常の職務遂行が可能な方
パソコン（ワード・エクセル）が使用できる者

【くぼかわボランティア連絡協議会】
【給食サービス】

＜14 日＞
○十和給食サービス（調理担当：支えの会）

4．受験申込締切
令和 3 年 6 月 10 日（木）～令和 3 年 6 月 30 日（水）当日消印有効
（応募者がいない場合、延長あり。
）
5．選考の方法
書類および面接（日時については追って連絡します。）
6．採用予定年月日
令和３年 8 月１日以降
※ お問い合わせ、お申込みはしまんと町社協本所（電話 22-1195）までお願いします。

今月の表題は、デイサービスセンター百年荘をご利用いただいている、林三千子さんです。
林さんは、持ち前のセンスと明るさで、いつも大正支所を元気に、
そして華やかにしてくれます。
また、百年荘恒例のスタンプラリーでは、毎回スタンプ係として、
他のご利用者一人一人に声をかけるなど、その優しさと笑顔には、
ご利用者だけでなく職員も元気をもらっています。
これからもその明るさとパワーでみんなを元気にしてください！

○大正給食サービス（調理担当:食生活改善推進協議会大正支部 ）

＜22 日＞
【おすすめ講座】
「年金で上手に暮らすには？相続のことを考えよう」
場所：四万十町社会福祉センター

10:00～11:00

＜17 日＞
「認知症について」
場所：十和地域振興局

5 日 風らっと若井（若井グリーンセンター）
15 日 風らっと川南（社会福祉センター）
19 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所）

＜15 日＞

雇用期間 1 年以内の臨時的任用職員（常勤臨時またはパート）ただし、勤務の状況に応じて契約
期間を更新することが可能。

窪川

○窪川給食サービス（調理担当：更生保護女性会）

昭和３1 年４月２日以降に生まれた者
3．雇用形態

＜７日＞

10:00～11:00

＜10 日＞

21 日 風らっと興津（浦分集会所）
26 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・坂本友希

十和
23 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

※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。

日
時：令和３年７月３１日（土）9：00～15：00
場
所：四万十町社会福祉センター（茂串町 11-30）
参 加 費：１,000 円（昼食代込み）
定
員：オセロ<20 名>、囲碁<14 名>、将棋<10 名>
申込締切：７月 26 日（月）※定員になり次第、受付を終了させていただきます。
※送迎を希望される方は、下記のお問い合わせ先にお気軽にご連絡ください。
※新型コロナウイルスの状況により中止とさせていただく場合があります。

お問合わせ先⇒☎22-1195（担当：市川）

令和 2 年度

☆川口小学校で車いす体験をしました☆

しまんと町社会福祉協議会

リフト車体験！

決算
前期末支払
資金残高
92,766,545
その他の
活動費収入
34,121,849

受託金収入
96,094,042

収入合計

貸付事業収入
42,304

686,183,820

行ってきました！

5 月 10 日（月）
、川口小学校 6 年生 5 名を対象とした車いす体験学習を行いました。今回の体験学習は、
児童たちが障害者スポーツを知るきっかけがあり、実際に自分たちは車いすに乗ったことがないので体験
してみたい！という声から始まりました。
当日は、地域の協力員の方にも協力いただき、まず体験学習として、車いすでの学校周辺の道路や近くの
郵便局までの移動や、リフト車への乗車体験を行いました。
体験学習終了後は、
「車いすでの生活について考えよう！」と題して、生活の中での工夫や、今自分たちに
何ができるのかを一緒に考えました。
実際に車いすに乗ることで、普段何気なく通っている道が車いすでは難しいことや、乗って見える視界
の違いなども気づくことができたようです。学校だけでなく、たくさんの地域の方と協力しながら福祉
教育が行えることも、彼ら彼女たちの今後の学習に大きな財産になると思います。

子どもの日に合わせて、こいのぼりランチをいただきました♪
小規模多機能ホーム香月

ちらし寿司、手毬麩の入ったすまし汁など季節
感を感じられる昼食となりご利用者様にもたい
へん喜んでいただきました。

デイサービスセンター百年荘

こいのぼりをかたどったいなりずしを頬張りな
がら、見て、食べて楽しめるこいのぼりの特別メ
ニューでした。施設内に飾られている五月人形
がより一層気分を盛り上げてくれました。

障害福祉
サービス等
事業収入
13,624,696

事業収入
21,958,346
介護保険収入
351,227,066

事業報告
【住民参加の福祉活動の推進】
・災害ボランティアセンター体制づくり
・地域福祉活動計画推進委員会
・ボランティア活動・地域活動の推進
・訪問活動
・手話講座
・地域食堂
・ミニサロン
【相談援助活動】
・無料法律相談・法律講演会
・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
・自立相談支援機能強化事業（ｱｳﾄﾘｰﾁ事業）
・成年後見事業
・障害者の相談支援事業・障害児長期休暇
支援事業（すまいるクラブ）
・四万十町はたらくチャレンジプロジェクト
・ファミリーサポートセンター事業
【福祉教育の推進】
・福祉推進校への助成事業
・福祉体験学習
・教育・福祉人材交流研修
・認知症サポーター啓発事業
・おすすめ講座

（単位：円）
その他の活
動費支出
ファイナンス・ 42,121,339
リース債務
834,000

会費・寄付金収入
747,967
補助金収入
71,036,528

その他の収入
4,564,477

地元の郵便局にも

決算・事業報告

当期末支払資金
残高
108,262,246

固定資産
取得支出
2,197,830
その他の支出
210,830

人件費支出
419,659,828

支出合計

助成金支出
440,000

686,183,820

貸付事業支出
123,000
事務費支出
24,091,371

事業費支出
88,243,376

【在宅福祉活動】
・訪問介護事業（窪川、西部）
・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
・居宅介護支援事業（窪川、西部）
・小規模多機型居宅介護事業
・介護予防・日常生活支援総合事業（訪問、通所）
・外出支援事業（大正・十和）
・移動支援事業（窪川）
・軽度生活援助事業（窪川、西部）
・配食サービス事業（大正・十和）
・認知症カフェ（オレンジカフェ香月、オレンジカフェとおわ）
・福祉避難所
【福祉啓発広報活動】
・社協広報誌発行
・ホームページの運営
【各種団体事務局】
・障害者連盟
・老人クラブ連合会
・民生委員児童委員協議会（窪川・大正・十和）
・高知県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時間チャリティー
・ときめきクリスマス
・紙の門松配布事業
・給食サービス

