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●今月のトピックス●
新年の挨拶
新入学祝い金支給申請について
地域活動支援センターの活動紹介
川之江北中学校文化祭に参加しました

謹んで新春の
御慶びを申し上げます

新年明けましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
旧年中は、社会福祉協議会の活動に格別のご理解とご協力
を賜り、厚く御礼を申し上げます。
昨今の社会情勢、経済の不安定や雇用の低迷、少子高齢化
の進展とともに、人々の生活不安が増大しつつあります。全
国的に地域主権改革が推進されておりますが、地域のことは
地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満
ちた地域社会づくりが求められているところです。
社会福祉協議会では、住民皆様の福祉ニーズやご意見を基
に、昨年度から「第二次地域福祉活動計画 五
( カ年計画 」)
を開始いたしました。その基本理念を『みんなですすめる福
祉で笑顔のまちづくり』と設定し、子どもから高齢者まで、
たとえ障がいがあろうとも、誰もが安心して暮らすことので
きる福祉のまちを目指して活動を行っております。
中でも、多様な地域福祉課題への対応、地域コミュニティ・
絆の再生、社会的孤立化や排除への対応、一人ひとりの自己
実現と社会貢献の推進、次世代・後継者を育む地域づくりな
ど、お互いの支え合い活動を推進して参ります。
このような活動を市民皆様のご協力をはじめ、二十地区社
協、民生児童委員協議会、数多くの市民ボランティアや関係
団体、そして市の福祉行政と協働して、積極的に取り組んで
参る所存でございます。
本年も、より一層のご支援ご鞭撻をお願い申し上げますと
ともに、皆様のご健勝とご発展を祈念いたしまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

平成二十五年新春
四国中央市社会福祉協議会
会長 近 藤 之 夫
役職員一同

お知らせ
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新入学児祝い金支給申請の受け付けがはじまります

この事業は平成２３年度に集まりました「赤い羽根共同募金」を財源とし、平成２５年度に、小・中
この事業は平成２３年度に集まりました「赤い羽根共同募金」
を財源とし、平成２５年度に、小・中
学校等に入学される児童を扶養している母子・父子家庭等の方に入学祝い金を支給する事業です。対象
と思われる方は本会までお問い合わせください。
【対

象】 ①平成２５年４月に四国中央市内の小・中学校または特別支援学校（小・中学部）等に入学
される児童を扶養している市内在住の母子・父子家庭
される児童を扶養している
市内在住の母子・父子家庭。
②両親がなく、平成２５年４月に四国中央市内の小・中学校または特別支援学校（小・中学
部）等に入学される児童を扶養している市内在住の祖父母等
部）等に入学される児童を扶養している
市内在住の祖父母等。

【支給金額】 小学校へ入学される児童の方 ５，０００円
中学校へ入学される児童の方 ７，０００円
【申請方法】 本会本所及び各支所にて所定の申請書をお渡ししますので、必要事項を
ご記入のうえ、ご提出ください。
【締

切】 平成２５年２月１５日（金）１７時まで

【問 合 せ】 四国中央市社会福祉協議会 総務・地域福祉課 電話２８－６１２７

地域活動支援センターの活動紹介・通所者の募集について

紹介

地域活動支援センター（あおぞら・ココロン・しゃぼん玉）では、障がいのある方が居住している地域
において自立した生活を営めるよう創作活動や生産活動、生活訓練等を行い、社会生活に必要な知識、マナー
を身につけることを目標とし、次のように５つの柱を立て、通所される方の障がいに応じた支援計画を作
成し、個々の特性を伸ばし活かせるよう支援しています。

生活支援

憩いの場づくり

生活のリズムを築き、挨拶等
の社会的マナーを身につけ、掃
除や食事作り等の自立した生活
が出来るよう支援します。

アットホームな雰囲気の中で、
仲間同士支え合いながら安心し
て充実した時間を過ごせるよう
支援します。

社会参加支援
戸外活動等の社会参加
研修、地域のイベントに
参加する等の社会交流活
動を支援します。

技能習得支援

就労支援

自主製品製作や内職の軽作業、
共同作業を通して技能を身につけ
ていけるよう支援します。

就労を希望する方には就労支
援に関わる方々と連携し、就労
を目指して支援します。

通所希望から決定までの流れ
問合・見学
地域活動支援センター職員との面談
市生活福祉課障害者福祉係へ通所申し込み
審査

通所者の募集について

通所決定
地域活動支援センター職員とのこれからの
通所についての打ち合わせ

地域活動支援センターの通所定員に空きがあり
ます。通所を希望される方は本会、もしくは市役
所生活福祉課障害者福祉係、相談支援センターま
でお問い合わせ下さい。
四国中央市生活福祉課障害者福祉係
電話：０８９６－２８－６０２３

通所開始

しゃぼん玉

ココロン
伊予土居駅

ユーホール

←松山

11

←松山

11

あおぞら
高松→

←松山

伊予三島駅

高松→

川之江駅

福祉会館

問合せ

四国中央市三島中央５丁目９番５４号
四国中央市自治会館内
電話：２３－５６１１

ココ

四国中央市土居町入野１７４－３
土居福祉センター２階
電話：２８－６３２７

三島高校

192
徳島→

ココ

高速道路

郵便局

市役所

市役所

市役所

ココ

郵便局

やまじ風
公 園

高松→

11

四国中央市金生町下分８６５
川之江文化センター 1 階
電話：２８－６２３９

四国中央市社会福祉協議会（総務・地域福祉課） ℡0896-28-6127

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
1/ 5( 土 )
1/16( 水 )
1/19( 土 )
1/20( 日 )
1/20( 日 )
1/26( 土 )
1/27( 日 )

所
間

休 日
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＦＡ
Mail
H P

（寒川公民館）10 時半～ 11 時半
カノン音楽くらぶ
( 川之江隣保館 1 階 )19 時半～ 21 時
川之江ワン＆オンリーの会
（金生第一小支援棟 2 階）10 時半～ 11 時半
カノン音楽くらぶ
（川之江庁舎駐車場）９時～
こぶし会 資源回収
（市役所駐車場）8 時半～ 10 時
ぽこ・あ・ぽこ 資源回収
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
（金生公民館本館）13 時半～ 1７時半
ほっとそっと mama 親の会
土居ラブリバー推進協議会 清掃（1 月はお休みです）

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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《ボランティア活動にはどんな活動があるの？ 》
( 多様なボランティア活動の例 )

ボランティア活動とひ
ボランティア活動とひと口に言ってもさまざまなものがあります。下記はあくまで一例
ひと口に言ってもさまざまなものがあります
ひと口に言
があります。下記はあくまで一例
です。好きなことや興味
味のあることなど、自分に合った活
活動を探し
してみてください。
です。好きなことや興味のあることなど、自分に合った活動を探してみてください。
高齢者・障害者を対象
とした活動

子どもや青少年等を対象
とした活動

災害で被災した方を支援
する活動

寝たきりや一人暮らしの
高齢者への食事サービス、
見守り・訪問活動、地域の
人等との交流の場づくり、
社会参加支援（車イスなど
の移動の補助等）
、点訳・
朗読・手話など

レクリエーション活動、
スポーツ教室やキャンプの
支援、手づくり工作、電話
相談など

被災地での活動（家屋の
片づけ等被災者の困りごと
への対応、被災した方の交
流等の支援など）
、被災地
外での活動（被災地への物
資仕分け、募金、避難して
いる方の支援など）

自然や環境を守るための
活動

芸術・文化

安心・安全なまちづくり

森林や海辺の清掃活動、
リサイクル活動、動物保護
など

美術館や博物館での活
動、伝統文化の継承・普及
など

防災活動、防犯、交通安
全など

各種イベント等の運営
スタッフ

国際交流・国際協力活動

スポーツ・エコイベント・
まちづくり・地域の交流の
場・居場所（サロン）など

開発途上国のコミュニ
ティへの援助、日本にいる
外国の人への支援活動など

情報

福祉用具リサイクル情報

その他
募金活動、パソコンの設
定や操作指導、路上生活者
への支援など多種多様

（１２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

現在譲っていただける福祉機器の登録はありません
車イス４台
電動シルバーカー４台
歩行器１台
電動ベッド１台 ベッドサイドテーブル１台

情報

専門（弁護士・司法書士）相談
１月の法律相談予定日

１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
１月９日・２３日（受付：13:00 ～ 15:00）
三島会場：福祉会館１階
１月１０日・１８日（受付：８:３0 ～ 1１:00）
土居会場：土居福祉センター１階（※要予約）
１月２３日（相談時間：１３:３0 ～ 1５:３0）
新宮会場：新宮高齢者生活福祉センター１階
１月２４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）
１月１６日（相談時間：13:00 ～ 1６:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
１月７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）
１月１５日（相談時間：１３:０0 ～ 1６:０0）

川之江会場：川之江文化センター 1 階
２月６日（受付：13:00 ～ 15:00）

紹介

三島会場：福祉会館１階（※要予約）
２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。

川之江北中学校文化祭に参加しました

１２月９日（日）
、四国中央市立川之江北中学校にて開催された『北中文化祭「ふれ愛地域体験講座」
』
に在宅介護の講師として参加させて頂きました。当日は生徒６名、担当の先生、PTA 役員さんに参加
いただき、社会福祉協議会の概要や体の不自由な方、視覚障がいのある方の介護手法について指導させ
て頂きました。車椅子介助では、はじめはぎこちなく行っていましたが、要領がわかるとスムーズに介
助できるようになり感心させられました。

報告

まごころ銀行報告（１１月１日～１１月３０日）ご寄付ありがとうございました。

川之江地域

川之江
金生
その他

三島地域

三島

金光教川之江教会様
チャリティバザー収益金
公益法人四国中央市シルバー人材センター様
ふれあいフェ スティバルバザー売上金
はくろう会様
篠永善雄元伊予三島市長を偲ぶ会実行委員会様
偲ぶ会の参加会費からの志し

35,450円
36,706円
金一封
226,760円

日だまりサロン連絡協議会様
10,000円
四国中央市子育てフェスタ2012バザー収益金

土居地域

報告

中之庄
土居

茶道裏千家淡交会三島支部様

たすけあい茶会収益

100,000円

宇摩街商協同組合様
匿
名

産業祭の売上の一部

金一封
金一封

東日本大震災への支援 （１１月１日～１１月３０日）

◆義援金 四国中央市立土居中学校 ９，０３８円
累計金額（１１月 3０日現在）

２，７４８，５３０円

ご協力ありがとうございます。引き続きご支援をよろしくお願いします。

