
地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 

 

 

 

                                                                                           

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
                                                                                                 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

デイサービスセンター百年荘をご利用の山田繁さんです。 

表題になると知り、「手が震える」と言いながら、達筆で 

ステキ敵な表題を書いてくださいました。 

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。 

３月２5 日（金） 十和隣保館 西浦 嘉博 

４月２2 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

５月２7 日（金） 四万十町社会福祉センター 西浦 嘉博 

６月２4 日（金） 大正健康管理センター 三上 翔平 

７月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター 西浦 嘉博 

８月 26 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

９月 30 日（金） 十和隣保館 小野 歩 

１０月２8 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

１１月２5 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

１２月２3 日（金） 大正健康管理センター 西浦 嘉博 

 １月２7 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

 ２月２4 日（金） 四万十町社会福祉センター 西浦 嘉博 

 ３月２4 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 4/7 

【給食サービス】  

○窪川給食サービス 

（調理担当：未定） 
4/13 

○大正給食サービス 

（調理担当：未定） 
4/22 

○十和給食サービス 

（調理担当：支えの会（予定）） 

4/21 

窪川   

風らっと六反地（六反地集会所） 4/5 

風らっと若井（若井グリーンセンター） 4/11 

風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 4/18 

風らっと志和峰（志和峰集会所） 4/25 

風らっと川南（社会福祉センター） 4/26 

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 

風らっと四手崎（四手崎集会所） 4/22 

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。 

養成講座の受講がきっかけとなり、地域での活動の必要性

はもちろん、サポーターの皆さんも地域の皆さんも「わく

わく♪」できる活動が始まりつつあることをうれしく思い

ます。新型コロナウィルスの影響で、思うように活動が進

められないところもありますが、「正しく恐れて楽しく集

う！」ことができるよう、社協も皆さんと一緒に考え、動

いていきます。 

近く、サポーターさんが一堂に会した“ミニ同窓会”も企

画しています。今後の地域での活動も随時ご紹介していき

ますので、お楽しみに！ 

これから何かを始めたいとお考えのサポーターさん、また

養成講座は受講していないけれど地域活動に興味のある

方、ぜひ社協にご一報ください！ 

生活支援サポーター養成講座 ～その後、どうなっている？～ 

昨年 10～11 月にかけて行われた生活支援サポーター養成

講座。その後、受講された皆さんや地域ではどのような活

動が始まりつつあるのか、ご紹介します。 
 

☆サポーター養成講座で受講した内容を、地域の方に

知ってもらうための学習会を検討 

☆サロン活動の充実、参加者増に向けての話し合い 

☆支えあいマップの作成（日頃の繋がりチェック） 

☆地域で子どもからお年寄りまで参加できる“地域ふれ

あい食堂”開催に向けた準備会の結成 

☆地域で健康サロンをスタート 

日頃からの繋がりがどれだけある

かみんなでチェック 

自分の地域にどんな方が住んでいるか

シールを使って見える化しています 



 

 

 

  

 

 

今年も毎年恒例の、節分の豆まきを行いました。当日は３人の職員

が鬼に扮し、テラスに並んだご利用者さんが威勢よく豆を撒かれま

した。「今年の鬼はなんと上手やねえ」と笑い声の響く１日となり

ました。 
 

 

2 月 3 日に、ご利用者さんと一緒に、恵方巻の形をしたロールケーキや、豆

のお菓子を作って食べました。 

恵方巻は関西発祥の習わしと言われています。「ふわふわしておいしいね

～。」「こんなの食べたことない。」と、みなさんとても喜ばれていました。 

 

 
 

2 月 1 日に、ご利用者さんと一緒にパンジーを植え

ました。配置をみんなで考えてきれいに植えること

ができました。 

 

 

 

 

1 月 31 日に、大正支所でひな人形飾りを行いました。デイサービ

スセンター百年荘のご利用者さんと職員の他、毎年ご協力いただい

ている地域のボランティアさんも一緒に、七段飾りはもちろん、大

小様々なおひな様を飾りました。女の子の節句とあって、女子トー

クに花を咲かせながら、一気に支所内に春

がやってきました。 

また、毎年地域の方々にいただいている手

作り雛も年々増えており、玄関で皆様をお迎えしています。皆様、毎年様々

なご協力をいただき、ありがとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小規模多機能ホーム香月では、「通い」「宿泊」

「訪問」を組み合わせ、一人ひとりに合わせた

サービスを提供しています。 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

デイサービスセンターこいのぼり 

頂きました！ 

 昭和にお住いの松下三男さんよ

り、十和の里へ大根を頂きました。 

 とても大きく綺麗な大根をご利用

者のみなさんと調理し、美味しく頂き

ました。 

 松下さん、ありがとうございました。 

小規模多機能ホーム香月 

TEL 22-5666 

通 い 

ご近所のお家に遊びに来たような気分

で、ゆったり時間を過ごしていただけ

るのが「通い」サービスです。 

宿 泊 

「通い」と同じ「家」に泊まるので、

自宅にいるような安心感があります。 

訪 問 

必要に応じて、体調確認や服薬確認

など、ご自宅を訪問して日常生活の

サポートを行います。 

臨時的任用職員募集 
 

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会では、次の職員を募集します。 
 

① 職種及び募集予定人員 

四万十町高齢者生活福祉センターこいのぼり荘 宿直職員 1 名 

一般事務補助  若干名 

② 応募資格 

宿直職員   昭和 22 年 4 月 2 日以降に生まれた者（要普通自動車免許） 

一般事務補助 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 応募手続き及び受付期間 

自筆の履歴書（写真添付）を令和 4 年 3 月 22 日（火）までに本所へ提出してください。 

（午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

（郵送の場合は 3 月 22 日必着） 

④ 試験内容 

面接（面接日、場所等は後日連絡します。） 

[お問い合わせ] 

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会 
〒786-0004 高岡郡四万十町茂串町 11-30 
電話 0880-22-1195 FAX0880-22-1138 

担当：田中 勇一・尾﨑 弘明 


