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社協会員加入のお願い
各種研修会の開催報告
手話・点字教室のご案内
川之江支所等移転のお知らせ
ファミサポ講習会のお知らせ

FAX:0896-24-8009
FAX:0896-56-5447
FAX:0896-74-1435
FAX:0896-72-3010

社協だよりは、皆さまからお寄せいただいた
社協会費と共同募金の配分を受け作成されています。

お願い 平成３０年度社協会員加入（社協会費の納入）のお願い
四国中央市社会福祉協議会 基本理念 『ささえあう 愛と福祉でまちづくり』
社会福祉協議会〔通称「社協（しゃきょう）」と呼ばれています〕は、社会福祉
法第１０９条において「地域福祉の推進を図る
ことを目的とする団体」として定められている
社会福祉法人です。
四国中央市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせるまちづくり
を目指し、市民の皆様や地区社協、民生児童委員、自治会、福祉関係団体、
行政機関等と連携しながら、様々な福祉事業を進めています。

会員の種類と会費（一口／年額）

一般会員
（主に個人等）

１，０００ 円

賛助会員
（主に会社等）

５，０００ 円

※ともに二口以上の会員も募っています。
市民の皆様から納入いただいた社協会費は、地域福祉活動を推進す
るうえで貴重な財源となっています。
社協会員になっていただくことにより、市社協及び地区社協が行う
福祉活動を資金面で支え、地域福祉活動への参加にもつながります。
平成２９年度 社協会費 実績
25,563,900 円（H30.2 月末現在）
心より御礼申し上げます。

市内全域を対象とした地域福祉事業に活用
されています。
○地区社協メニュー事業の推進
○地区社協活動要覧の作成
○住民互助型生活支援サービス（愛ネッとワーク）の推進
○ふれあい・いきいきサロン活動の推進
○マイクロバス・ボランティア機器等の貸出
○社会福祉大会の開催
○福祉票の整備
○機関紙「社協だより」の発行 …など

お住まいの地区の福祉活動に活用され
ています。
一定のルールに基づき、納入額の約 55％
（平均値）がお住まいの地区社協に配分され、
地域福祉活動を支える財源となっています。
市内 20 地区（公民館単位）に地区社会
福祉協議会…通称「地区社協（ちくしゃきょ
う）」が結成されています。
民生児童委員や福祉委員、広報委員、自
治会・老人会等の各種団体が協力しながら
運営し、住民が主体となって地域の実情に
応じた福祉活動を展開しています。

今年度におきましても、上記同様の使途計画により、地域福祉活動を推進します。
会員募集にご協力をお願いいたします。

報告

ふれあい・いきいきサロンお世話人研修会を開催しました。
◇健康講話「乳酸菌でちょー【腸】満開」～乳酸菌と腸内フローラのお話～
◇腸トレーニング体操

「ふれあい・いきいきサロンお世話人研修会」が平成30年2月8日（木）から市内３か所の会場で開催
されました。
今回は、愛媛東部ヤクルト販売（株）新居浜営業所の方々を講師にお招きし「生活習慣病、免疫力、排
便、運動」についての健康講話と手軽で簡単にできる「腸トレーニング体操」をご教授していただきまし
た。日ごろの生活リズムと食事、乳酸菌の摂取に気を配ることで、腸内フローラが満開になり、健やかな
毎日が過ごせるというお話に、参加者の皆さんはとても熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
小地域福祉活動の重要な担い手であるお世話人相互の交流も図られ、なごやかな雰囲気の中での研修会
となりました。この研修をお世話人の皆さまの自己啓発や知識の向上、日頃のサロン活動での話題づくり
などに活かしていただけたら幸いです。

２／１５ 四国中央市福祉会館
２／８ 土居福祉センター
２／９ 妻鳥公民館
「ふれあい・いきいきサロン」に関するお問い合わせは・・・
四国中央市社会福祉協議会 総務・地域福祉課 ℡２８－６１２７

報告 『農・福連携地域福祉実践研修会』を開催しました
１月１３日（土）霧の森交湯～館研修室において「農・福連携による障がい
者就労と地域の活性化」研修会を開催いたしました。講師には株式会社パーソ
ナルアシスタント青空代表取締役 佐伯康人氏を迎え四国中央市内のサービス
事業所、農業・農協関係者、地域づくり関係者など６１名参加されました。農
業のあり方についての活発な質問や意見が交わされ、これからの農業と福祉の
協働について話し合いました。

報告

地域づくり講演会を開催しました

３月３日（土） 新宮霧の森交湯～館２階研修室において「地域支援サークル茶れんじ」のこれまで
の地域活動の振り返りと、地域づくり講演会を開催しました。
講演会では秋田県藤里町社会福祉協議会会長菊池まゆみ氏を迎えて先進的な取り組みである「藤里
方式の地域づくり」について学びました。
新宮地区住民はもちろん、市内外から多くの方に参加していただ
き、「福祉で町づくり」「住民すべてが生涯現役」など、地域づくり
の大きなヒントとなる話を、興味を持って聞いていただきました。
また、講演会に先立って、関係機関の方々との情報交換会も行わ
れ、職員にとっても実りのある充実した１日となりました。

手話教室を開催します

情報

市民向け出前ミニ手話教室

手話教室受講生を募集します

あなたの近くに出向きます。
地域における手話普及のため、手話の出前教室を
開催します。

初心者の方を対象に、手話教室を開催します。
手話を勉強したい方、手話を通してボランティア
活動をしてみたい方、気軽に参加しませんか。お子
さまもご一緒にどうぞ。
【対象者】 会社、病院、施設、個人、グルーフﾟなど
【日 時】 ４月１８日～５月１６日 毎週水曜日
※日時、場所等については要相談
（全５回）１９時３０分～２０時３０分
【場
所】
川之江文化センター１階会議室
【内 容】 自己紹介、手話歌など
【講 師】 手話サークルのぎく
【受講料】 無料
【講 師】 手話サークルのぎく
【申込・問合】ボランティア市民活動センター

２８—６０３９

点字教室を開催します

情報

点字教室受講生を募集します。パソコン点訳しませんか？
初心者の方を対象に、点訳の初歩から簡単な手紙が書ける程度までを学習します。
【指
【日

導】 点字やすらぎ会
時】 ６月７日～７月１２日
木曜日（全６回）１９時３０分～２１時
【場 所】 福祉会館１階ボランティア室
【持参物】 パソコン（貸出用あり）
【受講料】 無料
【締 切】 ６月７日（木）

【指
【日

導】 点字サークルはなびら
時】 ６月２日～６月３０日
土曜日（全５回）１４時～１６時
【場 所】 川之江文化センター１階会議室
【持参物】 パソコン（貸出用有り）
【受講料】 無料
【締 切】 ５月３１日（木）

【申込・問合】ボランティア市民活動センター

お知らせ

２８—６０３９

ｎｏｒｉｋｏハートフルコンサートのお知らせ

障がいのある人も誰もが笑顔で生きていける街に

ｎｏｒｉｋｏハートフルコンサート
n×2 コラボ
日時
場所
内容

チケット
販売所

風になれ！

5 月 12 日 ( 土 ) 18：30 ～（開場 17：30）
土居文化会館（ユーホール）
「障がい」について知ってほしい。自分のこととして考
えてほしい。
そんな、強く切ない願いを込めて 11 回目のコンサー
トを開催します。
１，０００円
事務センター ( 株 ) ミヤザキ
土居文化会館（ユーホール）
実行委員会クレシェンド
問合せ

情報

福祉用具リサイクル情報

クレシェンド ( 妻鳥 )

090-9453-5666

（３月９日現在）

この事業は現在使用されていない福祉用具の活用と地域住民相互のふれあいを促進し、地域福祉の向上
を図ることを目的に実施しております。ご家庭で不要な介護機器（主な機器としては車椅子（できれば軽
いもの）、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

シルバーカー 1 台
電動シルバーカー２台
車イス１台
ポータブルトイレ１台
歩行器１台
電動シルバーカー４台
電動ベッド１台
シャワーチェア 1 台

専門（弁護士・司法書士）相談

情報

４月・５月の法律相談予定日

４月・５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
４月３日・１７日／５月１日・１５日
（受付：13:00 ～ 15:00）
三島会場：福祉会館１階
４月１０日・２０日／５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）
４月２５日／５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
５月２４日（相談時間：10:00 ～ 12:00）
川之江会場：川之江文化センター 1 階
６月５日（受付：13:00 ～ 15:00）

川之江会場：川之江文化センター 1 階（※要予約）
４月１１日／５月９日
（相談時間：13:00 ～ 16:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
４月５日／５月２日
（相談時間：13:00 ～ 16:00）
土居会場：土居福祉センター１階（※要予約）
５月１６日（相談時間：13:00 ～ 16:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
６月５日（相談時間：13:00 ～ 16:00）
※法律相談の申込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。

※要予約会場については、相談日前の平日１７時１５分
相談日前の平日１７時１５分までに予約してください。

お知らせ

ファミリーサポートセンター「子育てに関する講習会」を開催します

子どもの育ちを地域で見守る～いまどきの子育てから見えてくること～
【日時】平成３０年５月２０日（日）１３：３０～１５：３０
【場所】四国中央市保健センター １階 集団指導検診室
【講師】NPO 法人子育てネットワークえひめ代表理事 山本由美子先生
【対象】ファミリーサポートセンター会員＆子育てに関心のある市民のみなさん
ファミリー ・ サポート ・ センター
※託児スペースもご用意しています。
【申込・問合せ】四国中央市ファミリーサポートセンター ℡２８－６１５０
℡２８－６
６１５０
１５

お知らせ

川之江支所・ファミリーサポートセンター等／移転のお知らせ

川之江文化センター耐震改修工事のため川之江庁舎に仮移転していました
が、工事終了に伴い「四国中央市社会福祉協議会川之江支所」（事務局・ヘル
パーステーション）及び「地域活動支援センターあおぞら」が川之江文化セ
ンター１階に再移転いたしました。
また、これまで社会福祉協議会本所内（三島宮川）にありました「四国中
央市ファミリーサポートセンター」（子育て援助活動支援事業）の拠点が、平
成３０年４月から川之江支所に移りますので、あわせてお知らせいたします。
今後ともご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
住所／〒799-0111 四国中央市金生町下分７９１－２（川之江文化センター１階）
□ 川之江支所事務局（総務・地域福祉課） 電 話 ０８９６－２８－６２３７
ＦＡＸ ０８９６－５６－５４４７（共通）
□ ファミリーサポートセンター
電 話 ０８９６－２８－６１５０
□ ヘルパーステーション（在宅福祉課）
電 話 ０８９６－２８－６２３８
０８９６－５８－９８３８
電 話 ０８９６－２８－６２３９
□ 地域活動支援センターあおぞら

まごころ銀行報告

報告
金

田

川 滝
長 津
団 体

（１月１日～２月２８日） ご寄付ありがとうございました。

川之江市立金田小学校 昭和50年度
卒業生有志一同
匿
名
続木 イサエ様
新宮あじさいグループ様

同窓会会費より

20,000円

故続木圭二郎様香典返し
チャリティーカラオケ募金

3,000円
金 一 封
17,393 円

※まごころ銀行に預託いただいた際にお渡ししました領収書は、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。

次回の社協だよりの発行は

６月号

の予定です。

