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お知らせ

2012.9

第９回四国中央市社会福祉大会・第８回福祉フェスティバル
を開催します！

総合テーマ

～「みんなですすめる
とき

福祉で笑顔のまちづくり」～

平成 24 年 10 月 6 日（土）10 時～ 16 時
場所

伊予三島運動公園体育館
内容

福祉功労者等の表彰及び感謝状の贈呈
記念講演
おいしい広場（うどん・ちらしずし等のバザー）
お買いもの広場（手作り作品等の販売）
こどもの広場（エアー遊具等）
展示コーナー（福祉活動紹介等）
※ 詳細は 10 月初旬の新聞折込でお知らせします。

紹介 「成年後見制度」～法人後見事業～のご紹介
社会福祉協議会ならではの特徴、行政関係、地域住民、福祉・法律の関係
団体とネットワークを活かし、高齢者や障がいのある方へ、ご本人の意思を
尊重した支援を行います。
一般的な成年後見では、親族や司法書士、弁護士等の個人が支援を行いま
すが、法人後見は法人が後見人として成年後見制度に基づく後見事務を行い
ますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、
担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという
利点があります。

「成年後見制度」とは？

どうすれば利用できるの？

認知症や知的障害、精神障害などにより、判
断能力が十分ではない人の預貯金の管理など
（財産管理）や日常生活での様々な契約など（身
上監護）を支援していく制度です。成年後見人
は、本人の判断能力により、支援内容は異なり
ますが、本人を代理したり、本人の行う行為に
同意したり、本人の行った行為を取り消したり
します。

本人または配偶者、四親等内の親族、市長
等が本人の住所地にある家庭裁判所に申立を
行い、家庭裁判所が法定後見人を選任します。
配偶者や親族、知人以外でも、法律や福祉
の専門家、または法人など、家庭裁判所が本
人にとって、もっとも適切と思われる人や法
人を選任します。

問い合せ

四国中央市社会福祉協議会（総務・地域福祉課）２８－６１２７

紹介

移動入浴車による訪問入浴サービスのご紹介

四国中央市社会福祉協議会では、介護保険による高齢者の方を対象と
した訪問入浴と、市の委託事業による障害のある方を対象とした訪問入
浴サービスを行っております。
介護スタッフ２名と看護スタッフ１名が、家の中に簡易浴槽を搬入し、
寝ているところのすぐ近くに浴槽を設置します。入浴前には看護師によ
るバイタルチェックを行いますので、安心して入浴していただけます。
寝たきりで自宅での入浴が難しい方など、ご利用を希望される場合は、
社協または担当のケアマネジャーさんにご相談ください。

移動入浴車とは
車両に浴槽、ボイラー、ポンプなどを搭
載した車両で、貯水タンクの水をボイラー
でお湯にし、浴槽までホースでお湯を送る
仕組みになっており、身体の不自由な方が
自宅の居室で安全に入浴するために開発さ
れた車両です。
本会が所有している移動入浴車は「デベ
ロ社製」で、軽自動車に分割浴槽を搭載し
た車両で、四国中央市の細い市街地でも入っ
ていくことができ、また、高性能ポンプを
使用しているため、条件が合えば２階の部
屋でも入浴が可能です。

浴槽の運搬

分割浴槽の連結
問い合せ

紹介

浴槽の設置

四国中央市社会福祉協議会（在宅福祉課）２８－６１２７

地域活動支援センターのご紹介

本会では市からの委託を受け、
「地域活動支援センター（あおぞら・ココロン・しゃぼん玉の 3 センター）」
を運営しております。障害を持たれている方が一般就労やアルバイトをすることが不安という方が「地域活
動支援センター」に通所し、生活のリズムを身につけたり、仲間と交流しながら少しづつ社会参加と自立を
目指して日々訓練を行っております。
一例ではありますが、通所されている方が作成した製品の紹介をさせて頂きます。もしご購入希望の商品
がありましたら社会福祉協議会までお問い合わせください。
ココロン

手作りマグネット
１個…１０５円
あおぞら農園野菜 １０５円より

不織布 １セット…１０５円
ウエス １kg…６３円～３１５円

問い合せ

竹炭 １袋…３１５円・５２５円
竹酢液 ５００ｃｃ…３１５円

四国中央市社会福祉協議会（総務・地域福祉課）２８－６１２７

場
時

ボランティアしたい人、ボランティアを
してほしい人のお手伝いをします
9/ 1( 土 )
9/15( 土 )
9/15( 土 )
9/16( 日 )
9/19( 水 )
9/22( 土 )
9/23( 日 )
9/30( 日 )

休 日
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＦＡ
Mail
H P

カノン音楽くらぶ
（寒川公民館）10 時半～ 11 時半
カノン音楽くらぶ
（金生第一小支援棟 2 階）10 時半～ 11 時半
（川之江公民館）19 時半～ 21 時
親子童謡教室
ぽこ・あ・ぽこ 資源回収
（市役所駐車場）8 時半～ 10 時
川之江ワン＆オンリーの会
( 川之江隣保館 1 階 )19 時半～ 21 時
おもちゃ図書館たんぽぽ（土居福祉センター多目的室）13 時半～ 15 時半
土居ラブリバー推進協議会 清掃
( 土居町北野自由広場 ) 7 時～
ほっとそっと mama 親の会
（金生公民館本館）13 時半～ 17 時

ボランティアしてみたい方

～色々な活動があります～
センターにご相談ください

報告

所
間

7 月 22 日 ( 日 )、「天神祭り」に
備えて恒例の三島神社内外の清掃活
動を行いました。
年々活動の輪が広がり、今年度は
東中学校教員・生徒 16 名、四国中
央医療福祉総合学院生徒 10 名、ボ
ランティア登録の方 2 名、三良會・
ボランティア共に大勢の方の参加が
ありました。
今後も他の団体の方々とも協力し
ながら、住みよいまちづくりの一助
になれるよう、活動を続けていきた
いと思っています。

四国中央市役所本庁隣商工会館１階
10:00 ～ 18:30（火～金）
10:00 ～ 17:00（土・日・祝）
月曜日および祝日の翌日
0896-28-6039
0896-28-6160
vsc@sikochu.jp
http://www.volun.jp/
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清掃参加者全員で記念撮影。
ご協力ありがとうございました。

平成２４年度福祉のまちづくり助成事業

助成金報告

高齢者・障がい者・子育ての支援、児童福祉や地域福祉、環境福祉活動など、福祉ボランティアによる
住みよいまちづくりを応援する助成事業です。6 ／ 30 のプレゼンテーションでは、各グループとも日頃
から取り組んでいるボランティ活動やこれからの企画が発表されました。審査の結果、本年度は合計３７
団体へ、総額 1,146,000 円が助成されることになりましたのでご報告いたします。

子育て支援

地域福祉

てづくりおもちゃたけのこグループ
おもちゃ図書館たんぽぽ
不登校を考える親の会
ほっとそっとmama
リトル☆スター

児童福祉
適応指導教室ユーミルーム保護者会
四国中央市川之江適応指導教室保護者会
四国中央市特別支援教育育成会
絵本とピアノと歌、メッセ―ジ
赤石っ子
おはなし会ブランコ

情報

関川コスモス
土居あじさいグループ
こふじボランティア
長津あかぼし
天満ひまわり会
療法的音楽活動サークルカノン
傾聴ボランティアつばき
四国中央マジッククラブ
癒しの音楽キャンドル
マ・マンボ（Kids）天晴

環境福祉
もっときれいに気持ちよく実行委員会
土居中央愛ロード推進協議会
ボランティア天満
ふるさとの自然を守ろう会

障害者福祉
四国中央市要約筆記サークルうさみみ
なかよし虹の会
手話サークルつくし
朗読ボランティアサークルつゆくさの会
川之江朗読奉仕会
手話サークルのぎく
手話サークルてまり
どんぐり運動会実行委員会
精神保健ボランティアたけとんぼ
ひまわり号を走らせる会土居実行委員会

高齢者福祉
土居町童謡唱歌の会
童謡の会ポケット
わおん～♪

福祉用具リサイクル情報

（８月１０日現在）

この事業はご家庭で不要になった介護機器を必要な方へ譲っていただき、介護負担の軽減を図ることを
目的に実施しております。ご家庭でご不要な介護機器（主な機器としては車椅子、ベッド、歩行器等です）
がありましたら社会福祉協議会（℡２８－６１２７）までご連絡ください。

ゆずります
ゆずってください

ポータブルトイレ１台
車イス７台
電動シルバーカー５台
ベッドサイドテーブル１台

歩行器１台

情報

専門（弁護士・司法書士）相談
９月の法律相談予定日

９月の司法書士相談予定日

川之江会場：川之江文化センター 1 階
９月５日・１９日（受付：13:00 ～ 15:00）
三島会場：福祉会館１階
９月７日・20 日（受付：８:３0 ～ 1１:00）
土居会場：土居福祉センター１階（※要予約）
９月２６日（受付：１３:３0 ～ 1５:３0）
新宮会場：新宮高齢者生活福祉センター１階
９月２７日（受付：１０:０0 ～ 1２:０0）

川之江会場：川之江文化センター 1 階（※要予約）
９月１２日（相談時間：13:00 ～ 1６:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
９月５日（相談時間：９:０0 ～ 1２:00）
土居会場：土居福祉センター１階（※要予約）
９月１８日（受付：13:00 ～ 1６:00）

川之江会場：川之江文化センター 1 階
１０月３日（受付：13:00 ～ 15:00）

募集

三島会場：福祉会館１階（※要予約）
１０月５日（相談時間：９:０0 ～ 1２:00）
※法律相談の申込み件数が多数の場合は、受付終了時間前
に受付を締め切ることがあります。ご了承ください。

みんなで子育てを応援しませんか？

～ファミリーサポートセンター～

子育てをお手伝いしていただける方募集中
四国中央市ファミリーサポートセンター（四国中央市社会福祉協議会内）では、
「子育てをお手伝いし
てほしい人（依頼会員）
」と「子育てをお手伝いしたい人（援助会員）
」を会員として、互いに子育てを支
え合う“子育て支援事業”を実施しています。

具体的な活動例
１歳５カ月双子男児／お母さんが外出のため預かり
10:00
12:00
14:00

小２男児・年中男児／両親が仕事のため預かり

お母さんから預かる。散歩をする。
昼食を食べる。昼寝をする。
お母さんが迎えに来る。

17:30
18:00
19:30

幼稚園と放課後児童クラブへお迎え。
夕食を食べる。トランプをする。
お母さんが迎えに来る。

※この子育て支援活動は、有償の助け合い活動となっています。
（基準／１時間７００円）

☆みんなでサポート、あなたの子育て！「みなさんも会員になりませんか？」

四国中央市ファミリーサポートセンター ( 四国中央市福祉会館 1 階 / 四国中央市社会福祉協議会本所内 )

ファミリー ・ サポート ・ センター

電話 28-6150（ファミサポ専用ダイヤル） ※社会福祉協議会各支所でも受け付けております。

報告

まごころ銀行報告
三島地域

土居地域

松柏
三島
中之庄
寒川
蕪崎

（７月１日～７月３１日）

福田耕二様
寺尾政史様
山﨑洋子様
匿
名
野村美恵子様

ご寄付ありがとうございました。

故寺尾新一様香典返し
故大西稔様香典返し
故野村渡様香典返し

50,000 円
100,000 円
100,000 円
金一封
100,000 円

※まごころ銀行にご預託いただいた際にお渡しいたしました領収書は、確定申告
時の控除を受けるために必要となりますので大切に保管して下さい。

報告

東日本大震災への支援

（７月１日～７月３１日）

◆義援金

ご寄付ありがとうございました。

土居町福祉推進連絡会（どい福祉まつり）様

１，９０１円

累計金額（７月 3１日現在）

２，７３１，４９２円
引き続きご支援をよろしくお願いします。

