
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、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、

コロナウイルス感染症の影響で、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 22 日（日） 

9：00～17：00 

8 月 21 日（土） 

9：00～17：00 

8 月 21 日（土） 

10：00～15：00 

場 所 

・しまんとハマヤ 

・ドラッグストア mac 

・みやたエイト 

・大正地域振興局 

・大正老人福祉センター 
・道の駅 四万十とおわ 

 

 

                       
                                                                                                 
今月の表題は、小規模多機能ホーム香月のご利用者、濱口六未様に

パワフルな筆遣いで書いて頂きました！ 

素敵な笑顔をありがとうございます。 

 

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 24 日（金） 十和隣保館 小野 歩 

10 月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

11 月 26 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

12 月 24 日（金） 四万十町大正健康管理センター 三上 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 

【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） 9/2 

風らっと若井（若井グリーンセンター） 9/6 

風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 9/13 

風らっと興津（浦分集会所） 9/15 

風らっと志和峰（志和峰集会所） 9/27 
 

【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） 
9/8 

○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） 
9/16 

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 

【おすすめ講座】  十和   

風らっと四手崎（四手崎集会所） 9/24 
 

「身につけておくべき応急手当」 9/18 

場所：四万十町社会福祉センター 

時間：10:00～11:00 
 

「今から始める終活！ 
エンディングノート」  9/25 

場所：大正地域交流センター 

時間：10:00～11:00 
 

「介護サービスのあれこれ」   9/11 
場所：十和地域振興局 

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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臨時的任用職員再募集！

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者 

  自力により通勤ができ、かつ、介助者なしに通常の職務遂行が可能な者 

昭和３1 年４月２日以降に生まれた者 

※ 事務経験者優遇 

3．雇用形態 

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。 

4．受験申込期間 

令和 3 年 8 月 10 日（火）～令和 3 年 8 月 30 日（月） 

（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 9 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 担当：尾﨑弘明）までお願いします。 

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。 

 



 

 

 

  

 

 

7月と言えば七夕！季節行事として利用者の皆さんに楽しん

でいただいています。 

今年は、新型コロナウイルスが終息し、平和な世の中になっ

てほしいという短冊が多くみられました。早く日常の生活が

送れることを願っています。 
 

 

 

利用者の皆さんと七夕の飾りつけをしました。それぞれに「なんて書こうか」と 

皆さん会話をされながら願いごとを書いて頂きました。飾りつけを見て「き 

れいやね」「えいね」と笑顔で話をされていました。 
 

 

 

 

利用者の皆さんに願い事を書い

て頂き、飾り作りと飾り付けをス

タッフと一緒に行いました。 

お昼にはなんと！スタッフ特製

の星形きゅうりが乗ったちらし

寿司を頂きました！ 

 

 

 

 

七夕に向けてレクリエーションの時間

を使って利用者の皆さんと七夕飾りを

つくりました。なかなかコロナが落ち

着かない今、「家族に会いたい」という

願いや、「健康でおりたい」といった願

いがありました。 

竹に飾りつけをし、皆さんで七夕様の

歌を唄い季節の行事を楽しみました。 

 
 

 

春に植えた夏野菜を収穫しました。 

レクリエーションの時間に、収穫した野菜

で利用者さんと一緒に料理を

しました。紫蘇ジュースや、

ゴーヤの佃煮…。「自分たちで

作ったら、尚、美味しいね。」

と喜ばれていました。 

 

 

 

 

 

 

７月７日（水）に東又小学校４年生１２名、７月 15 日（木）に七里小学校５年生１１名が、福

祉体験学習を行いました。暑い中ではありましたが、車いす体験や高齢者疑似体験、視覚に障害

がある人の気持ちを理解するための、アイマスク体験など熱心に取り組んでいました。 

七里小学校では、ボランティアサークル「あしたの会」さんの協力をいただき、車いすの取扱い

や特別な介助方法などを、児童に実技を交えて教えて下さいました。 

児童たちからは「身体の不自由な人の気持ちが分かった」「これから町で困っている人がいたら

声を掛けてみます」など、熱いコメントが聴かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【七里小学校 車いす体験】         【東又小学校 アイマスク体験】 

 

 

 

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

ンティアセンターの運営の基礎を習得し、また災害に対す

る啓発を目的としています。 

生徒の皆さんからは、ボランティアセンターの役割を理解

していただくと同時に、模擬訓練でより具体的な動きが想

像できた、などの感想が聞かれました。 

今後は地域住民の方も交えた訓練なども視野に入れなが

ら、継続した研修で、災害に対する意識付けと知識を身に

つけていただければと思います。 

 
 
 

この日は、全校一斉に広く福祉について学ぶ機会となっており、先生方も一緒に参加され、総勢

77 名での授業となりました。 

一斉授業の認知症サポーター養成講座が終了した後は、各

学年に分かれての学習となります。1 年生は高齢者疑似体

験、2 年生は車いす体験、3 年生はふれあい体験として、

大正地区にある福祉関連の事業所の事業説明を受けました。 

同年代の繋がりだけでなく、他世代への関心と理解を深め

る授業となったと思います。 

デイサービスセンター百年荘 

デイサービスセンターこいのぼり 

小規模多機能ホーム香月 

デイサービスセンターひだまり 


