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赤い羽根共同募金運動がはじまります
赤い羽根共同募金配分事業の報告
介護予防教室を実施しています
まちがい探し
福祉のまちづくり助成事業報告
第 16 回四国中央市社会福祉大会
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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。

じぶんの町をよくするしくみ。
運動期間：令和元年１０月１日～１２月３１日

～

皆様からの募金は地域の様々な福祉活動に活かされています

～

市民の皆様のご理解とご協力により、平成３０年度に寄せられました赤い羽根共同募金は
15,300,009 円になりました。この募金は、愛媛県共同募金会より四国中央市と県下の福祉施設や
ボランティア団体等に配分されます。四国中央市に配分された募金は 10,924,732 円で、令和元年
度は、次のように活用していきます。

広域配分

地域配分

県内の福祉施設・団体の活動支援に配分されます。

市内で行われる福祉活動、ボランティア団体等の活動
に配分されます。

○地域における高齢者、障がい児･者、児童･
青少年、母子･父子の福祉活動へ助成しま
す。
○住民全般の福祉育成･援助事業へ助成します。
○県内の福祉施設、ボランティア団体等へ送
迎用車両、訪問用車両の購入費の助成を行
います。
○県内の福祉施設等の充実、発展に役立てら
れます。
○ボランティア団体、NPO 団体などが実施
する引きこもり・子育て支援などの事業へ
助成します。

○独居高齢者宅への友愛訪問やサロンの活動
推進、ふれあいのつどい事業に助成します。
○障がい児・者の運動会や障がい者によるボ
ランティア活動の支援を行い、障がい児・
者の交流や社会参加を促進します。
○福祉協力校が行なうボランティア活動や、
生活困窮世帯の小学生や中学生の修学旅行
の費用を助成します。
○母子・父子家庭の小、中学校の祝い金とし
て助成し、当該家庭の児童・生徒の就学に
役立てられます。
○福祉大会の開催や広報誌の発行、地区社協
の活動、福祉のまちづくり活動に助成し、
地域活動に役立てられます。

共同募金に寄付をされますと、税制の優遇措置が受けられます。
●法人の場合…寄付金は全額、損金算入できます。
●個人の場合…寄付金は所得税及び住民税控除の対象となります。（但し 2,000 円以下は対象外）
詳しくは、愛媛県共同募金会にお問い合わせください。
愛媛県共同募金会 ☎０８９－９２１－４５３５

ご協力よろしくお願いします
【問い合わせ】 社会福祉協議会

地域福祉課

℡２８－６１２７

赤い羽根共同募金配分事業（車両整備）のご報告

報告

赤い羽根共同募金助成事業により、軽四自動車１台を整備す
ることができました。主に就労継続支援 B 型事業所ココロンで
の利用者の送迎等に活用させていただいております。
今後も、地域での障がい者の社会参加、自立に向けて、本車
両の有効活用を図りながら、地域福祉の充実に努めてまいりた
いと思います。
みなさんの募金を通じて、このような車輛を整備できたこと
に感謝申し上げます。

介護予防教室を開催しています

紹介

四国中央市役所高齢介護課から委託を受けて介護予防教室を開催しています。
介護予防の考えとは要介護状態になることをできる限り防ぐこと、要介護状態になってもその悪化を
進行させないこと、軽減させることです。今回のプログラムはみなさんの家庭にあるペットボトルを使っ
た筋力トレーニング、また昔の遊び‘けん玉’を使った内容で取り組んでいます。けん玉はただの遊び
と思われがちですが、脚や腰を使った全身運動、また難しい技に挑戦すると脳の活性化を図ることがで
きます。そして、誰でも気軽に始めることができ、続けやすいという利点もあります。
参加された方からは、「意外にペットボトルでも運動になった」「けん玉は難しいけど、皿に乗ったと
きはうれしい」などのご意見が聞かれました。みなさんもけん玉を使った介護予防に取り組んでみませ
んか？
～中村老人クラブの方々が参加してくれました～ けん
玉って意外と
難しい…

思ってた以上にキツい

【問い合わせ】

募集

社会福祉協議会

地域福祉課

℡２８－６１２７

傾聴ボランティア養成講座 受講生募集♪

～ やさしい思いやりの気持ちを育てる傾聴について一緒に学びませんか ～
【日時】令和元年１１月１８日（月）～１２月２３日（月）の毎週月曜日 13：00 ～ 15：30
【定員】２０名程度
【場所】市民交流棟２階会議室
【受講料】無料
【講師】産業カウンセラー 加地 初美氏
【締切】令和元年１１月１１日（月）
【申し込み・問い合わせ】 四国中央市ボランティア市民活動センター ℡２８－６０３９

クイズ

まちがい探し

左右の絵を見くらべて、まちがいを１０カ所見つけよう

答えは最後のページを

報告

令和元年度福祉のまちづくり助成事業 助成金報告

この事業は四国中央市内で高齢者、障がい者、子育てに関して実施する支援活動や自発的・組織的
に実施する社会貢献活動に対し助成金を交付する事業です。本年度は 55 団体の応募があり、審査の
結果、総額 1,900,000 円助成することに決定しました。これらの活動は赤い羽根共同募金配分金を
受けて実施されます。
障がい者福祉

地域福祉

・川之江手話サークルのぎく
・手話サークルつくし
・手話サークルてまり
・なかよし虹の会
・朗読やすらぎ会
・朗読ボランティアサークル
つゆくさの会
児

童

福

・点字サークルはなびら
・点字やすらぎ会
・四国中央市要約筆記サークル
うさみみ
・「ひまわり号を走らせる会」
土居実行委員会

祉
・川之江ワン & オンリーの会
・赤石っこ
・子育て応援倶楽部ブランコ
・JISYU 塾支援委員会
・「まちかどの保健室」

・川之江ともしびの会
・リトル☆スター
・うさぎのピース
・不登校を考える親の会
ほっとそっと mama

・長津あかぼし
・天満ひまわり会
・こふじボランティア
・関川コスモス
・マージャンクラブ・四国中央
・ボランティア天満
・土居あじさいグループ
・ボーイスカウト四国中央
・みんなの食堂
・かあか食堂実行委員会
・朝日文化会館ふれあい喫茶
・川之江隣保館ふれあい喫茶
・四国中央子ども食堂

音楽・歌・演劇

防災

・童謡の会ポケット
・親子童謡教室
・Carry on Sound
・絵本とピアノと歌・
メッセージ
・四国中央マジッククラブ
環

境

福

・チンドン契川一座
・石川歌謡教室
・邦楽グループ楓雅
・こすもすの会
・オトノワ

・三島地区ふれあい
防災訓練実行委員会
・特定非営利活動法人
ひうちなだ
・思い出キャンプ実行委員会

祉

・金生川ホタルプロジェクト
・小林さくらクラブ

お知らせ

・四国中央笑いヨガ
ボランティア
・わおん～♪
・NPO 法人カノン
・三鈴会
・青空会

・ボランティア団体シークレットサービス
・
「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

ボランティアフェスタ２０１９が開催されます

今年度はしこちゅ～ホールを会場に、「ボランティアフェスタ 2019」を開催いたします。例年開催し
ております交流会も兼ねて、登録ボランティアさんの発表会を催します。ぜひ、ご参加くださいますよ
うご案内申し上げます。
お待ちして
場 所
しこちゅ～ホール（小ホール・かるた） いま～す

日

時

10 月 19 日（土）13 時開会
【問い合わせ】 ボランティア市民活動センター

情報

福祉用具リサイクル情報

℡２８－６０３９

（９月１０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

車イス１台

ポータブルトイレ１台

ゆずってください

車イス４台

電動シルバーカー２台

シルバーカー 1 台

お知らせ

第１６回四国中央市社会福祉大会を開催します

総合テーマ
と き
ところ
主 催

共
後

催
援

日

程

ささえあう

愛と福祉でまちづくり

令和元年１０月５日（土）１３：００～１６：００
四国中央市福祉会館 ４階 多目的ホール
四国中央市社会福祉協議会
愛媛県共同募金会四国中央市支会
四国中央市民生児童委員協議会
四国中央市
四国中央市議会
四国中央市教育委員会
12：30 ～
受付
13：00 ～ 14：05
開会・式典等
（表彰状・感謝状贈呈ほか）
14：20 ～ 15：50 記念講演

演 題 『大丈夫だよ、がんばろう！』
講 師 タレント 山 田 邦 子 さん
16：00

閉会

※手話通訳・要約筆記あります

【問い合わせ】 社会福祉協議会

情報

総務企画課

※入場無料

℡２８－６１２７

行政書士会による無料法律相談会

【日

時】 令和元年１０月３０日（水） 午前１０時から午後３時

【場

所】 四国中央市川之江文化センター ３階 第 1 講義室（四国中央市金生町下分 791 番地 2）

【相談内容】 １．相続、遺言について（遺言書、遺産分割協議書などに関する書類、アドバイス）
２．農地、山林などを活用したい（農地転用、土地利用に関する書類作成、アドバイス）
３．建設業関係の許可について（建設業許可の書類作成、アドバイス）
４．会社や法人を設立したい（株式会社、ＮＰＯ法人等のアドバイス）
５．生活関連の相談について（離婚、クーリングオフ、念書等に関する書類作成、アドバイス）
その他、官公署に対する書類作成、相談について
【問い合わせ先】 愛媛県行政書士会四国中央支部

報告
川之江
県 外
企 業

まごころ銀行報告 （７月１日～８月３１日）
匿
名
近藤 洋平様
川之江信用金庫三島支店様

℡２３－０９６３

ご寄付ありがとうございました。

金 一 封
故近藤德惠様 生前のお礼
200,000円
中曽根地区盆踊り大会チャリティーバサー売上金
15,600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。
まちがい探しの正解は…
①絵の鳥の向き ②鍋のふた ③お肉を盛った皿の葉の数 ④食卓の長さ ⑤食卓の左の椅子の背もたれ
⑥猫のエサ ⑦おじいちゃんの右手 ⑧右上の照明 ⑨冷蔵庫の真ん中のひきだし ⑩赤ちゃんの口
皆さん、わかりましたか？

次回の社協だよりの発行は

１２月号

の予定です。

