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社協だより

歳末たすけあい募金運動が始まります
社会福祉大会が開催されました
茶れんじが紅茶の販売を開始しました
傾聴ボランティア養成講座
まちづくり講演会を開催します

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。
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歳末たすけあい募金運動が始まります

スローガン
第６８回（平成３０年度）
今年も１２月１日～１２月３１日までを運動期間とし「歳末たすけあい募金」を実施
します。
皆さまからお寄せいただいた寄付金は愛媛県共同募金会を通じて、民生児童委員、各
関係機関のご協力のもと、四国中央市の要支援世帯、災害遺児などを対象に、新たな年
を迎えるにあたって支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう
見舞金、福祉事業等として活用させていただきます。
皆さまの温かいご協力をお願いいたします。

今年も皆さまにご協力いただく金額は

1 世帯あたり

でお願いいたします。

歳末たすけあい募金は、事前に使途や集める額（目標）を定め、募金と配分に関する計画を
立てる計画募金です。そのため、募金額（寄付目安額）を設定しご協力をお願いしています。

市民の皆さまから寄せられました募金で次のような支援（配分）を計画しています。

１．要支援世帯見舞金事業

２．災害遺児見舞金事業

四国中央市在住で生活保護世帯に属さな
い生活困窮世帯を対象に見舞金をお贈り
します。

四国中央市在住で災害遺児の方を対象に
見舞金をお贈りします。

３．児童養護施設入所者見舞金事業

４．老人福祉施設入所者見舞金事業

四国中央市出身で児童養護施設に入所さ
れている児童の方を対象に見舞金をお贈
りします。

四国中央市内の特別養護老人ホーム、養
護老人ホームに入所されている無年金者
の方を対象に見舞金をお贈りします。

５．福祉関係団体支援事業
四国中央市内の障がい児保護者会や地域福
祉団体等の年末年始行事（クリスマス会等）
を支援するために助成金をお贈りします。

報告

※領収書について
原則的には発行しておりませんが、税控
除等の関係で領収書が必要な方は、社会福
祉協議会までお問い合わせください。

災害ボランティアバスを運行しました

９月２２日（土）大洲市に向けて災害ボランティアバスを運行しました。今回は、
川之江高校の生徒さん（２１名）が急な募集にも関わらず、参加していただきま
した。作業内容としては、側溝の泥かきや、土壁の泥の撤去作業でした。当日は、
天候不順でしたが、高校生の若い力が、被災地復興の一助となりました。
なお、９月２９日（土）には土居高校生（１５名）、翌日３０日（日）は三島高
校生（２０名）が、大洲市への災害ボランティア活動に参加する予定でしたが、
台風２４号接近のためボランティア派遣を中止とさせていただきました。予定し
ていた高校生のみなさん、ありがとうございました。

報告

第６６回愛媛県社会福祉大会が開催されました

１０月４日（木）松山市のひめぎんホールにおいて、第６６回愛媛県社会福祉大会が開催されました。
大会では、永年にわたり愛媛県の社会福祉の発展にご尽力され、多大な功績を残された方々への表彰が行
われ、四国中央市からは次の方々が表彰されました。
また、式典に引き続き、西条市出身のテノール歌手秋川雅史さんによる記念講演が行われました。講演
の中では、ヒット曲「千の風になって」も披露され、会場を魅了されました。
■愛媛県知事表彰
（敬称略）
＊民生・児童委員功労
冨原賀代
■愛媛県社会福祉協議会会長表彰
＊民生・児童委員功労
庄司憲正
＊社会福祉協議会・民間福祉団体功労（２名） 植田八重子／西村喜子
＊優良社会福祉協議会（１団体）
松柏地区社会福祉協議会
■愛媛県共同募金会会長表彰
＊奉仕功労者（１名）
石川幸雄
＊優良地区・団体（３団体） 中曽根地区分会／関川地区分会／中之庄地区分会
■愛媛県民生児童委員協議会会長表彰
＊永年勤続民生児童委員（４０名）
松本公夫 ／川﨑勝美 ／薦田直彦 ／星川義明 ／山下宏二 ／大西紳子 ／高橋英夫 ／石川知幸
篠原由美子 ／森川清子 ／豊田玲子 ／仁野統彦 ／石井 勇 ／福濱りか ／大西 忍 ／前田 功
山川光春 ／大西栄美 ／井川直正 ／鈴木晴夫 ／髙橋鐵造 ／久門文子 ／宮﨑 始 ／林知津子
眞鍋あつ子 ／木原純子 ／藤原和子 ／進藤章二郎 ／加地正樹 ／白川喜平 ／藤田弘子 ／寺尾壽宏
村上常彦 ／山内一博 ／大西 桂 ／鈴木晴喜 ／眞鍋由美 ／石川正文 ／小笠ます子 ／髙橋よしみ

報告

第１５回四国中央市社会福祉大会を開催しました

１０月６日（土）市福祉会館４階多目的ホールにおいて、第１５回四国中央市社会福祉大会を開催しま
した。
大会長挨拶の後、社会福祉の向上に功労・善行のあった方々へ表彰や感謝状の贈呈を行い、来賓の方々
からご祝辞をいただきました。
■社会福祉功労者（１１名）
（敬称略）
石川正道 ／岡田美津子 ／石黒忠則 ／石川末吉 ／石川 進 ／藤田康雄 ／藤田美喜子／鈴木絹代
野村千満子 ／尾崎日吉 ／川井千都美
■優良ボランティア 個人（５名） 石川栄子 ／塩田正孝 ／藤原晴美 ／山内スズ子 ／藤原倍子
■優良ボランティア 団体（５団体）
ボランティアの森委員会 ／陽だまりサロンボランティア ／ネットワークグリーンアースうま
カミンバ実行委員会 ／カミ
■ふれあい・いきいきサロン活動感謝（１５団体）
手話サロン ／サロンはなぞの ／三名サロン ／堀子川サロン ／サロンクローバー
サロンあけぼの仲良し会 ／ほがらかサロン木造 ／サロンポピー ／サロンさざなみ
ジャスミン ／松風サロン ／めぐみサロン ／すずらんサロン ／みなみサロン ／突鐘サロン
■まごころ銀行高額預託者（１６名）
茶道裏千家淡交会三島支部 ／内田信二 ／村上悦子 ／続木イサエ
世界平和統一家庭連合四国中央家庭教会 ／大王製紙ｴﾘｴｰﾙﾚﾃﾞｨｰｽｵｰﾌﾟﾝ四国事務局 ／中之庄婦人会
四国中央レディースクラブ一同 ／髙橋 均 ／金﨑勝子 ／星加恭利 ／坂上直樹 ／近藤忠雄
髙橋岩雄 ／服部泰典 ／篠原博司
■共同募金運動奉仕功労者（３名）
窪田 斉 ／石川幸雄 ／馬木美佐子
■永年勤続民生児童委員表彰（２名）
鈴木一弘 ／石川増生
■永年勤続民生児童委員表彰伝達（１名） 長野富美男
式典に引き続き、「まむし流 元気で長生きするコツ、させるコツ」と題し、タレ
ントの毒蝮三太夫さんによる記念講演が行われました。
テレビやラジオでおなじみの毒蝮さんは、身近なニュース等をまむし流のユーモアで話され、会場を盛
り上げていただき、生きていくうえで笑うこと、笑顔でいることの大切さを伝えてくださいました。

紹介

地域活動支援センター茶れんじが紅茶の販売を開始しました

地域活動支援センター茶れんじ（新宮地区）では、地元農家から有機無農薬
で栽培されてきた茶畑をお借りし、お茶づくりに取り組んでいます。
このたび新宮ブランドのお茶づくりに尽力されている（有）脇製茶場様より
「紅茶づくりに取り組んでみてはどうか」とお話を頂き、茶れんじで収穫した
茶葉を脇製茶場様で和紅茶へ加工し、茶葉に混ざっている茎や不純物の除去、
パッケージング作業を茶れんじで行い、製品化、
販売することとなりました。
この和紅茶は、１０月より１袋２０グラム入
り、３５０円（税込み）で社協新宮支所にて販売しております。自信をもっ
てお勧めできる甘味のあるおいしい、純新宮産和紅茶となっておりますので、
是非お買い求めください。
お問合せ・購入申込み先 地域活動支援センター茶れんじ
（新宮町新宮 50 番地）
℡：７２－２７７４
地域活動支援センターとは・・・障がいのある人がつどい、創作活動や生産活動を行うとともに、
地域社会との交流の促進を図ることを目的としています。

報告 「小さな親切」運動より車椅子２台寄贈
１０月１９日（金）
「小さな親切」運動愛媛県本部から２０１８年度の「車
椅子寄贈運動」の一環として当会に車椅子２台を寄贈していただきました。
この「小さな親切」運動は、昭和３８年に東京で中央本部が設立されて
以来、現在全国に３３の地方本部があり、約２０万人の会員がさまざまな
地域貢献活動を展開しています。愛媛本部（事務局伊予銀行）も、現在会
員は約１００社、個人・団体約 6,000 人で全国６位の規模となり、思い
やり溢れる温かな社会づくりを目指して活動しています。
いただいた車椅子は、市民の皆さんへの貸出や地域福祉活動のなかで大
切に活用させていただきます。

募集

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まなびませんか？
心をこめて聴くことで、相手の不安を和らげ、お互いの生きがい作りにもつながる傾聴の意義・効果・
方法を学習し、高齢者や障がい者の支援に関わるボランティア人材を育成します。自分自身を見つめなお
す良い機会にもなります。
傾聴は子育て・職場・介護・ボランティアなど様々な場面で活用できます。
【日時】平成 31 年 1 月 9 日（水）～ 2 月 13 日（水）の毎週水曜日 13：00 ～ 15：30
【場所】市民交流棟２階 会議室２
【定員】２０名程度
【講師】産業カウンセラー 加地初美 氏
【受講料】無料
【締切】平成３１年１月７日（月）
【申込・問合】ボランティア市民活動センター ２８—６０３９

情報

福祉用具リサイクル情報

（１１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
ポータブルトイレ４台
電動ベッド１台
車イス５台

シルバーカー１台

電動シルバーカー５台

情報

専門（弁護士・司法書士）相談
１２月の法律相談予定日

川之江会場：川之江文化センター 1 階
１２月４日・１８日（受付：13:00 ～ 15:00）
三島会場：福祉会館１階
１２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）
１２月２６日（相談時間：13:30 ～ 15:30）

１２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（※要予約）
１２月１２日（相談時間：13:00 ～ 16:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
１２月５日（相談時間：13:00 ～ 16:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
１月４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
１月７日（受付：13:00 ～ 15:00）

※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。
※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

まちづくり講演会（生活支援体制整備事業）を開催します

高齢化、住民同士の繋がりの希薄化が進むなか、高齢になって
も誰かに支えられるのではなく、これまでの経験を生かした地域
でのボランティア活動や、要介護状態にならないために自ら介護
予防に取り組み、健康で生きがいを持ち、自立した生活が送れる
地域づくりの必要性が高まっています。生活支援体制整備事業では、地域の多様な主体が集まり、話し
合う「協議体（仕組み）」で地域情報を共有し、その情報を活用することが重要と考えており、その重要
性を再確認していただくことを目的に講演会を開催します。
日
時
平成３０年１２月２２日（土） １３：００～１５：００
場
所
四国中央市福祉会館４階多目的ホール
内
容
講演 演題「 目指す地域像の実現に向けた地域の基盤づくり 」
～ 地域におけるそれぞれの役割 ～
講師 公益財団法人 さわやか福祉財団
長瀬 純治氏
参加対象者 第２層協議体構成員及び関係機関職員、本事業に関心のある方
問合せ 四国中央市社会福祉協議会（総務・地域福祉課） ℡28-6127

まごころ銀行報告 （９月１日～１０月３１日）ご寄付ありがとうございました。

報告
上 分
川 滝
長 津
企 業

団

体

服部 泰典様
匿
名
山中 りつ子様
KSコピー印刷（株）様
アイネット（株）様
（医）共生会 井上整形外科クリニック
院長 井上 由文様
うま農業協同組合 組合長 篠原 一志様
協和紙工（株）様
ベストデリカ（有）様
宇摩ゴルフ協会 会長 合田 浩三様
（株）大昌鉃工所様
四国中央歌謡親睦会 会長 石川 覚義様
石川歌謡教室 代表 石川 賀要子様
茶道裏千家淡交会 三島支部様
新宮カラオケ愛好会 代表 市内 正人様

故服部泰昌様香典返し
故吉岡廣一様香典返し
チャリティーゴルフ寄付金
チャリティーゴルフ寄付金

金 一 封
3,000円
50,000円
30,000円
30,000円

チャリティーゴルフ寄付金

10,000円

チャリティーゴルフ寄付金
チャリティーゴルフ寄付金
チャリティーゴルフ寄付金
チャリティーゴルフ寄付金
ゴルフコンペの参加費
合同カラオケ発表会
歌謡チャリティー寄付金
たすけあい茶金収益
お十日まつりチャリティー募金

30,000円
10,000円
10,000円
40,000円
88,000円
33,077円
100,000円
15,940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

１月号

の予定です。

