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第 15 回四国中央市社会福祉大会
生活支援体制整備事業の紹介
サロンお世話人研修会報告
ボランティア市民活動交流会
福祉のまちづくり事業報告
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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。

お知らせ

第１５回四国中央市社会福祉大会を開催します
〜大会テーマ〜

と

き

平成３０年１０月６日（土）
１３：００～１６：００

ところ

♦大会日程♦
12:30
13:00

受付
式典
社会福祉の向上に功労・
善行のあった方の表彰
14:20 記念講演
16:00 終了

福祉会館４階多目的ホール
（入場無料）
【記念講演】
演 題 「まむし流 長生きするコツ、させるコツ」
講師 タレント 毒蝮 三太夫さん

昭和１１年東京都品川生まれ、１２歳で舞台「鐘の鳴る丘」でデビュー。
高校卒業まで「東宝」「大映」の青春映画に出演する。昭和 43 年、日本テ
レビ「笑点」出演の際に、立川談志の助言で毒蝮三太夫に改名。昭和４４
年からＴＢＳラジオ「ミュージックプレゼント」のパーソナリティとして
活躍。平成２年、「浅草芸能奨励賞」受賞。平成１１年、聖徳大学短期大学
部・客員教授に就任。同年、ゆうもあ大賞グランプリ。平成１７年には、
日本雑学大賞受賞。現在、ＮＨＫE テレ「ハートネットＴＶ・介護百人一首」
の司会も務める。
問合せ

報告

四国中央市社会福祉協議会

総務・地域福祉課

災害ボランティアバスを運行しました

℡２８－６１２７
（８月５日現在）

去る７月２２日（日）、8 月 5 日（日）大洲市に向けて災害ボランティアバスを運行しました。
今回、急な募集（７／１９（木）～ホームページへ掲載）にも関わらず、たくさんの方々に参加していた
だきました。
お手伝いさせていただいた家主さんに被災当時の状況を伺うと、背丈以上の水位になったことなどを教え
ていただきました。
作業当日は３０度を超える気温の中、誰一人不満を口にすることなく、汗だ
くになりながらも黙々と作業に当たられる姿を見て、本当に頭が下がる思いで
した。
※７月２９日（日）に予定していた災害ボランティアバスの運行については、
台風接近に伴い、現地ボランティアセンターが閉鎖されたため中止となり
ました。
※今後の情報等については、四国中央市社協ホームページをご確認ください。

紹介

生活支援体制整備事業が始まっています

四国中央市社会福祉協議会では平成２８年度より市から委託を受け、この事業に取り組んできました。
そして、今年度より、市内２０地区で「第２層協議体」を立ち上げ、地域での支え合い活動を発展、推進
させていく「仕組み」づくりに取り組んでいます。

目指すのは…

四国中央市の構図
H20

65 歳以上
1 人に対し、
20 ～ 64 歳は
2.3 人

10 年で
0.6 人減

H30

65 歳以上
1 人に対し、
20 ～ 64 歳は
1.7 人

６５歳を超えても健康で地域活動に参加
し、支えられる側ではなく、地域の見守
り活動や子育て支援等、支える側で頑
張っていただきたい

上図は６５歳以上の方 1 人に対し、労働人口（２０歳～６４歳）が何人で支えているかを図式化
したものです。図から分かるとおり、四国中央市ではこの１０年の間に支え手の人数が０．６人減っ
ており、これから団塊の世代が 2025 年頃までに後期高齢者（75 歳以上）に達する事により、介護・
医療費などの社会保障費の急増が懸念されています。また、併せて介護サービスの人手不足も懸念
されています。
そこで、65 歳を迎えても支えられる側ではなく、住み慣れた地域でいつまでも元気で生き生きと
過ごしてもらうため、介護予防活動を積極的に行ったり、自分の特技、趣味を生かし、地域で積極
的に活躍してもらいたいと考えています。
その具体的な取り組みとして生活支援体制整備事業は、２０地区で「第２層協議体」を立ち上げ、
地域について話し合う「仕組み」を作り、地域課題の掘り出しや問題解決策に向けての具体的な取
り組み、地域にある素晴らしい活動「お宝」をさらに良くしていくためにどうしたら良いか等、地
域の皆様の手で地域独自のルール作り等に取り組んで頂いています。
※２０地区とは、従来の公民館エリアのことです。

具体的な事例／川之江地区協議体
平成２９年度、モデル地区として協議体の設立を
行い、意見交換を行っていただきました。
先ずは、「生活支援体制整備事業」の理解を深め
てもらい、具体的な地域課題、お宝等の情報を出し
ていただいた中で、学童や児童館等の子どもたちに
手作りで美味しく、あったかい食事を提供するボラ
ンティア活動を行っている「川之江ともしびの会」
より、「孤食や様々な事情できちんとした食事を食
べていない子どもたちへ、月に１度でも良いので、
私たちが作る食事を食べてもらいたいが、どう進め
ていけば良いのか」という、悩みや活動の目標を聞
き、参加者からの助言や協力者の開拓について情報
共有することで具体的な取り組みにつながっていき
ました。そして６月２３日（土）、川之江地区愛護
班連絡協議会のイベントに合わせ、「ふれあいキッ
チンかあか」（子ども食堂）がプレオープンし、７
月２１日（土）本格的にスタートしました。

「子ども食堂」は一見高齢者と関係ないよう
に思われますが、「ともしびの会」のメンバー
にはボランティア歴○○年の大ベテランが揃っ
ており、皆さんの活躍の場が、いわゆる「生き
がいの場」と捉えることができると思います。
こういった活躍の場の創設も、この事業に当て
はまります。得意な分野で活躍できる場を作る
ことも、この事業の目的の一つなのです。

第 2 層協議体の活動に興味のある方は本会までお気軽にお問い合わせください。
先ずは自分のできる活動から始めてみませんか。
問合せ

四国中央市社会福祉協議会

総務・地域福祉課

℡２８－６１２７

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

❖今回のテーマ❖ 相続をめぐる金銭トラブルについて

～もめない相続をめざして～

毎年恒例の「ふれあい・いきいきサロンお世話人研修会」が今年も 7 月
17 日（火）四国中央市福祉会館 4 階多目的ホールで開催され、総勢 83 名
の方が参加されました。
今回は愛媛県東予地方局が主催する「消費者支援講座」の出前講座を利用し、
講師として、森・石光法律事務所の石光真理弁護士より、遺産相続について
のお話や金銭トラブルを避ける相続の方法等、実例の紹介を中心にわかりや
すい内容でご教授していただき、皆さんはテキストに書き込みするなど、熱
心に聴講されていました。
相続や遺言といった事柄は、普段はあまり馴染みがなく、敬遠しがちかも
しれませんが、大切な財産を円満に相続するために、今から十分な知識を得
ておくことは老後の安心にもつながります。今回の研修が、ご自身の家族の
きずなを深めるきっかけとなり、また、地域での仲間作りのほか、サロン活
動の活性化に役立てば幸いです。

報告

車両（軽トラ）を整備しました
車両（軽トラ）

～赤い羽根共同募金配分事業～

赤い羽根共同募金助成事業により、軽トラックを整備することが
できました。事業等での資器材の運搬や地域活動支援センターでの
で
農作業に活用させていただいております。
農
今後も、小地域活動に重点を置き、その中で車輛の有効活用を図
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。
り
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。
謝

お知らせ

四国中央市ボランティア市民活動交流会 2018 ！
四国中央市
～新しいボランティアセンターに来ませんか？～

日時：１０月６日（土）１０：００～１２：００（受付９：３０）
場所：市民交流棟 （四国中央市新庁舎西隣り）
【問合せ】 ボランティア市民活動センター

お知らせ

℡２８－６０３９

ファミリーサポートセンター講習会を開催します

【日時】平成３０年９月９日（日）１３：３０～１５：００
【場所】四国中央市保健センター １階 集団指導検診室
【内容】やさしくもたくましい子どもを育てるために
【対象】子育てに関心のある市民の皆さん ５０名程度
ファミリー ・ サポート ・ センター
※受講料無料。託児スペースもご用意しています。
当日参加も大丈夫ですが、会場準備の為事前にお申込みください。
講師 : 人間牧場主・年輪塾々長
【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
若松進一さん

情報

福祉用具リサイクル情報

（８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３台
ポータブルトイレ 1 台
車イス４台

シルバーカー 2 台

電動シルバーカー３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４日・１８日（受付：13:00 ～ 15:00）
三島会場：福祉会館１階
９月１０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（相談時間：13:30 ～ 15:30）

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：13:00 ～ 16:00）
土居会場：土居福祉センター１階（※要予約）
９月１９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
１０月２日（受付：13:00 ～ 15:00）

三島会場：福祉会館１階（※要予約）
１０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。

報告

平成３０年度福祉のまちづくり事業

助成金報告

この事業は、福祉のまちづくりのために高齢者や障がい者、子育てについての支援活動や社会貢献活動
などを行なっている団体・グループを支援することを目的としている助成事業です。本年度は 50 団体
の応募があり、審査の結果、総額 1,800,000 円を助成することに決定いたしました。これらの活動は、
赤い羽根共同募金配分金
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≫
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
点字やすらぎ会
四国中央市要約筆記サークル
うさみみ
文字通訳 IPC MOJI
どんぐり運動会実行委員会
「ひまわり号を走らせる会」
土居実行委員会
≪地域福祉≫
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
健康マージャン倶楽部・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第２団

報告
長

≪児童福祉≫
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
おもちゃ図書館たんぽぽ
川之江ワン & オンリーの会
赤石っ子
子育て応援倶楽部ブランコ
≪防 災≫
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

≪環境福祉≫
金生川ホタルプロジェクト
ひめゆりの会
小林さくらクラブ
土居中央愛ロード推進協議会
「もっと きれいに 気持ちよく」実行委員会

まごころ銀行報告
津

匿

≪音楽・歌・演劇≫
童謡の会 ポケット
土居町童謡唱歌の会
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
四国中央笑いヨガボランティア
A-ONE
わおん～♪
NPO 法人カノン
三鈴会
青空会
劇団スマイル
チンドン契川一座
石川歌謡教室
邦楽グループ楓雅

※青字は今年度新規の団体です。
（７月１日～７月３１日）

名

ご寄付ありがとうございました。

香典返し

金

一

封

※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

１０月号

の予定です。

