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5月7日土曜日、錦山カントリークラブに於いて、第10回
社会福祉協議会チャリティーゴルフコンペを開催しました。
佐川町内からたくさん参加していただき、ありがとうござい
ました。和気あいあいと楽しくプレーできました。
来年もよろしくお願いいたします！



住民活動新拠点の活用
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昨年度、故藤田芳正氏から遺贈いただいた財産で購入した四電工営業所跡地をさまざまな住民
活動の拠点とし、住民の誰もが安心して集える場、特技や経験を活かした出番づくりの場となる
よう関係団体等と協議し、住民を主体とした「つどいの場づくり事業」に取り組んでいきます。

今年度の事業紹介

ボランティアセンターの機能の充実

元気でさまざまな知識経験がある退職世代の方たちが、その特技や経験を活かした活動に結び
つける取り組みをしていきます。セカンドライフ夢追い塾及び塾生有志で構成されるおたすけ隊
の充実と、「つどいの場づくり事業」をはじめ様々な取り組みの融合を進めます。
災害ボランティアセンターの体制を強化し、初期行動計画の策定を行います。また、災害ボラ
ンティアセンター模擬訓練を佐川地区で実施します。
平成27年度にスタートしたファミリーサポートセンター事業の一層の周知を図り、円滑な運営
に努め、ボランティアセンターの機能の充実を図ります。

安心生活基盤構築事業では、見守り体制の充実を図り、福祉課題が迅速に解決に向かうための
仕組みづくりと、課題解決に向けた住民主体の取り組みがされるよう支援を行います。
地域の見守り助け合いの仕組みとして「防災となり組」の地域展開を拡大し、進展できるよう
取り組みます。
また、生活困窮者自立支援事業は困窮状態の方への支援はもちろん、早期発見等につながるよ
う訪問支援や就労先の資源開発なども意識し、より効果的な取り組みを進めていきます。

あんしん生活支援センターの円滑な運営
（安心生活基盤構築事業・生活困窮者自立相談支援事業）
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第2次計画の4年目となる今年度は、あんしん生活支援センター業務と連携を図り、地域に根ざ
した活動となるよう支援を行います。計画にある地域拠点（あったかふれあいセンターや集落活
動センター）設置について住民主体で協議を進めている各地区と連携を行います。佐川地区につ
いては、四電工営業所跡地を住民拠点の軸とした地域福祉推進体制構築のための取り組みを進め
ていきます。

第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進
（みんなで福祉のまちづくり委員会活動）4



人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出

合　　計
固定資産取得支出

合　　計
基金積立資産支出
積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

合　　計
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

事業活動
による収支

施設整備等
による収支

その他の活動に
よる収支

費　　　目金　額
138,218
11,736
18,989
1,800
550

171,293
2,785
2,785
10
690
2,237
3,223
4,038
10,198
150
6,564
5,187
11,751

会費収入
寄附金収入
補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
助成金収入
障害福祉サービス事業等収入
その他

合　　計

合　　計
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

合　　計

費　　　目
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生活困窮者を含む生活全般の心配ごと相談か
ら、資金の貸付など個別相談や地域での見守り
ネットワークの構築などを行います。
◆安心生活基盤構築事業

防災となり組の啓発
◆生活困窮者相談支援事業
◆みんなで福祉のまちづくり事業
◆つどいの場づくり事業
◆心配ごと相談（専門機関の紹介等含む）
◆成年後見制度における法人後見人
◆生活福祉資金貸付事業
◆法外援護事業
◆見守り・声かけネットワーク事業
◆佐川町地域支援ネットワーク協力
◆お元気コールサービス事業

ファミリーサポートセンターの運営やボラン
ティア活動の相談・紹介・仲介・登録及び町内
小中学校等への福祉教育、助成事業や車両の貸
出、ボランティア保険の取り扱い等を行います。
また、町内の福祉団体等の事務局を社協に置い
て、各団体の活動支援を行います。
◆ファミリーサポートセンター事業
◆災害ボランティアネットワーク会議
◆セカンドライフ夢追い塾
◆ボランティア団体助成事業
◆ボランティア車両貸出事業
◆福祉教育事業
◆福祉活動推進校支援事業
◆ボランティア保険取扱
◆つどいの場づくり事業

ボランティアセンター

あんしん生活支援センター

平成28年度佐川町社会福祉協議会が実施する事業

◆佐川町民生委員児童委員協議会事務局
◆佐川町よさこいクラブ連合会事務局
◆佐川町長寿大学事務局
◆佐川町身体障害者協議会事務局
◆佐川町手をつなぐ親の会事務局
◆佐川町赤十字奉仕団事務局
◆日本赤十字社高知県支部佐川町分区事務局
◆日赤社資募集事業

広報啓発活動や個別支援のための制度窓口を
担います。
◆日常生活自立支援事業
◆広報啓発事業（えがお）（偶数月発行）
◆第18回健康福祉大会（11月13日）
◆高知県共同募金会佐川町共同募金委員会事務局
・赤い羽根共同募金募集
・歳末たすけあい募金募集

◆ぷちサロン事業
◆福祉施設賃貸事業

介護保険制度利用のためのケアプラン作成や
ホームヘルパーの派遣などを行っています。
◆指定訪問介護事業
（指定介護予防サービス事業）

◆居宅介護支援事業
◆基準該当介護訪問入浴事業　
◆障害者ホームへルプ事業
◆軽度生活支援事業
◆障害者相談支援事業
◆介護職員初任者研修
◆養育支援事業

介護事業

地域福祉推進

平成28年度　社会福祉法人佐川町社会福祉協議会予算

10
10

22,965
20,631
1,222

110,546
307

17,339
185

173,215

0
14,049
503
3,223

17,775

金　額
収 入　　 （単位千円） 支 出　　　　　 （単位千円）



5月24日(火)
13:30～13:50 開講式　
13:50～15:20 講義実技
15:30～16:00 おしゃべり

ティータイム

6月24日(金)
13:30～15:30

7月12日(火)
15:00～16:10 講　座
16:30～18:30 実　技

8月4日(木)
9:30～11:30 スマホ
13:30～15:30 終　活

9月7日(水)
朝発　夜帰着

10月12日(水)
10:30～12:00 ぶら歩き
12:00～13:00 お弁当
13:00～14:30 山野草

11月17日(木)
10:00～

12月5日(月)
18:00～

開講式（オリエンテーション・サークル紹介）
講義と実技『健康のススメ～体を動かして健康ライフを～』
講師：岡田万菜実　先生　　　　　　

※動きやすい服装、履物で来てください。

講座「太古のロマン～2億年前のお宝発見か？！～」
講師：佐川地質館 学芸員 溝渕富弘 先生　　

サポート 正岡道貴 氏
持物：帽子、軍手、新聞紙、タオル、お茶

※発掘作業をします！動きやすい服装でお越しください。

講座「人生さけ
．．
て通れないお酒の話」

講師：司牡丹酒造(株) 社長 竹村昭彦 先生
実技「～酔って候～」

講座「スマートフォン」
講師：ドコモショップ佐川店

講座「エンディングセミナー～恥をかかないお葬式のマナー～
入棺体験」

講師：エンディングサポート高知　坂本圭匡 先生

「“びっくりぽん”の魅ステリーな旅」

講座「佐川のいいとこ、ぶら歩き ガイド付き
～くろがねの会と町歩きから、チーム田村と牧野公園山野草めぐり～」

講座
「ウォーキング（約4キロ）！たいこ岩でB B Q

バーベキュー

とピザ焼き体験♪」
目的地：集落活動センターたいこ岩（尾川）

※帰りは送迎バスあり

閉講式
「安心してください。今年も飲みます！～佐川のおおおきゃく～」

＊参 加 対 象＊　佐川町在住の方。年齢制限なし！！
＊申込み方法＊　社協までお申込みください。入塾申込み用紙は社協にあります。

(メール、郵便、FAX可。住所、氏名、電話番号、生年月日をお知らせください)
＊入　塾　費＊ 1人2,000円／夫婦割£2人3,000円（夫婦割は連名でお申し込みください）

（※開講式当日に納めていただきます。講座により、入園料・食費など、別途必要な場合
があります。）

＊申込み・お問合せ＊ TEL：22－1510／FAX：22－5621／E-Mail：asadaterumi@gmail.com
担当：田村・麻田　　どんなことでもお問合せください。

かわせみ　
元気ホール

佐川地質館　集合
※雨天時、勉強会

入館料300円(65才以上無料)
龍馬パスポートスタンプ押せるよ！

いこいの里（九反田）
実技費　1,500円

かわせみ　元気ホール

調整中
〈要参加費〉

〈要参加費お弁当代〉
龍馬パスポートスタンプ

押せるよ！

集合場所(調整中)
2,000円（飲み物別）

調整中
〈要参加費〉

日　　　時 内　　　　容 場所・別途参加費
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内容が一部変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

おたのしみ♪

アサギマダラに会えるかも…？

気になる講座が１つでもあったら、まずは入塾！
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社会福祉協議会新職員紹介

5月から佐川町社会福祉協議会で地域福祉コーディネーター

として勤務させていただいております田村里桜です。

社協の皆さんや地域の方のご指導を受けながら、皆さまとと

もに安心して暮らすことができる福祉のまちづくりに、少しで

もお役に立てるよう努めてまいります。

よろしくお願い致します。

～近所でつながりあんしん・あんぜん～

災害は必ずやってきます。さあみんなで備えよう！

災害以外でも、つながりを活用し、孤立防止や困り事の早期発見にも役立っています！
＜お問い合わせ＞　社協あんしん生活支援センター　TEL 22－1510 担当：田村

庄田　谷脇 正純さん 西山組　森田 厚喜夫さん

薄木　森 正彦さん 四ツ白　下八川 孝雄さん

田
た

村
むら

里
り

桜
お
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ホームヘルプサービスやデイサービス、社会福祉施設の利用などの福祉サービスは、利用者自らの意
志で選択し利用する仕組みへと変わってきました。しかし、いざ利用してみると、あらかじめ説明され
た内容と異なるサービスであったり、思ってもみない扱いを受けて不快になったり、苦痛を感じている
方もいらっしゃるかもしれません。そのような「苦情（困りごと）」は、まずサービスを提供している
事業者との話し合いで解決していくことが望まれます。
しかし、話し合いだけでは解決されなかったり、苦情を言いたくても言えない環境や雰囲気であった
り、苦情を言うことによって苦痛を感じるような扱いを受けるのではないかと心配されている場合もあ
るのではないかと考えます。
そのような場合には福祉サービス困りごと解決委員会にご相談ください。
「困りごと」の解決に向けてお手伝いします。

社会福祉法人　高知県社会福祉協議会　運営適正化委員会

福祉サービス困りごと解決委員会
〒780－8567 高知県高知市朝倉戌375－1 県立ふくし交流プラザ４F
TEL 088－802－2611 （土・日・祝日・年末年始を除く　午前9時から午後4時まで）
FAX  088－844－3852 メールアドレス　kaiketu@pippikochi.or.jp（FAX・メールは24時間受付）
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福祉サービス困りごと解決制度のご案内
～福祉サービスで悩んだり、困ったりしていることはありませんか？～

「えがお」では2歳までのかわいいえがおを募集しています。
あかちゃんのお名前、生年月日、保護者名、自治会、メッセージを添えて社協
までお届けください。

b中本町b　坂本　大
たい

樹
き
くん

平成27年6月13日生まれ
お父さん　圭匡さん
お母さん　智香子さん

b冨士見町b　尾 彩絆
いろは

ちゃん

平成27年9月17日生まれ
お父さん　寿海さん
お母さん　菜摘さん

名
前
の
よ
う
に
ぶ
れ
な
い
ま
っ
す
ぐ
な

男
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

こ
れ
か
ら
も
皆
の
ア
イ
ド
ル
で

い
て
ね
é

我が家の主役かわいいえがお大募集



社協会費をいただきました
チャリティー参加者94名　　　 94,000円

社会福祉協議会へご寄付いただきました

○ 野嶋和子　様　市川英子　様　　 30,000円
（故　岡林シゲジュ様）
○ 故　益田早百合　様　　　　　 100,000円

■フードサポート「おすそわけ」に食料など
日浦　節夫　様　　　　　 角　　　口
村田　卓夫　様　　　　　 山　　　瀬
野瀬　一雄　様　　　　　 岩　井　口
神原　五六　様　　　　　 本　村　東
中村　孝子　様　　　　　 上 美 都 岐
西村　啓子　様　　　　　 下 美 都 岐

■プルタブ・使用済み切手
森　真澄　様　　　　　　 薄　　　木
岡林　夢　様　　　　　　 岩　目　地
渡邉　紀　様　　　　　　 塚　　　谷
西田　真　様　　　　　　 入　寺　山
瀧本　達也　様　　　　　 下　伏　尾
岡林　逸子　様　　　　　 上　　　郷
島田　卓子　様　　　　　 中　　　谷
秋沢　和子　様　　　　　 三　　　野
岡村　保男　様　　　　　 古　　　畑
川崎　寿子　様　　　　　 堂　野　々
庄野　孝也　様　　　　　 岩　井　口
柳瀬　昭男　様　　　　　 市　ノ　瀬
田村　和子　様　　　　　 岩　井　口
田村　芳房　様　　　　　 芝　の　坊
氏原　美登　様　　　　　 砂　　　止
野波　まゆみ　様　　　　 三　　　野
藤田　百合子　様　　　　 松　　　崎
渡辺　須賀子　様　　　　 冨 士 見 町
伊野部　勝子　様　　　　 上　　　郷
藤本組　様　　　　　　　 南　　　谷
柳瀬接骨院　様　　　　　 東町4区下
明神ハイヤー　様　　　　 東　元　町
佐川町総務課　様　　　　 松　　　崎
黒岩中央保育所　様　　　 岬
乗台寺御詠歌の会　様　　 松　　　崎
佐川町健康福祉課　様　　 三　　　野
サンシャイン佐川店　様 中　本　町
佐川町赤十字奉仕団　様　　　 三　　　野

お し ら せ
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みなさんからの
ご意見・ご質問・地域の話題を

お待ちしています。

社会福祉法人

佐川町社会福祉協議会
〒789-1202

高知県高岡郡佐川町乙2310番地
佐川町健康福祉センターかわせみ内

TEL0889－22－1510
FAX0889－22－5621

E-Mail：sakawa-shakyo@shirt.ocn.ne.jp

この広報誌は共同募金の配分金を受けて作成しています。

ありがとうございます

※表紙の「えがお」題字を募集しています。




