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《まごころ銀行》ご寄付紹介
城 辺 甲　鎌田　暑利　様
家　　串　加藤　正則　様
御荘平城　観自在寺御詠歌講　様
西 予 市　愛媛南部ヤクルト販売株式会社　代表取締役 元山達央　様

下記の皆様方よりご寄付をいだきました。
紙面を借りて御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

まごころ銀行への寄付金は、愛南町の地域福祉のために役立てられています。（平成31年２月７日現在）

【愛南町社会福祉協議会本所】　住 所〒798-4101　愛南町御荘菊川1157

　総務福祉課　0895－73－7777
　　　ＦＡＸ　0895－74－0520
　地域福祉係　0895－73－7776
　くらしの相談支援室
　　　　　　　0895－73－7776
　

（1階） （2階）

（3階）

在宅福祉課　　　  0895－73－7771
　　ＦＡＸ　　　  0895－74－0521
　　　　　　　　  　　（事業所共通）
訪問介護事業所　  0895－73－7772
居宅介護事業所　  0895－73－7772
訪問入浴事業所　  0895－73－7773
居宅介護支援事業所　0895－73－7775
相談支援事業所　  0895－73－7775

※西海事業所は変更ありません、これからもよろしくお願い致します。

愛南町社会福祉協議会 事務所移転のお知らせ

福祉移送（有償運送）サービス事業廃止のお知らせ

移転日：平成31年４月１日（月）から

　町民の皆様には日頃より本会事業の運営に際しご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび愛南町社会福祉協議会本所と城辺事業所が下記に移転することとなりました。移転に伴い
電話番号が変わります。
　町民の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、今後とも一層のご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

（旧菊川小学校）

【お手伝いの内容】
●福祉サービスの利用援助
●日常的な金銭管理のサービス
●書類等のお預かり

【利用料金】
●相談は無料
●ご利用1時間までは1,000円
（1時間を越える場合は30分ごとに500円の加算になります）
※生活保護を受けている方の自己負担はありません

ご存じですか？福祉サービス利用援助事業
　福祉サービスの利用やそれにともなう日常的な金銭管理について不安を感じている方が、地域で安心して
暮らせるようにお手伝いをします。

平成18年７月より運行致しておりました、福祉移送（有償運送）サービス事業を、
平成31年３月末日を以て、廃止させていただくこととなりました。
永らくのご利用ありがとうございました。

【このサービスをご利用いただける方】
●契約を結ぶこと、利用料がかかることをご理解いただける方
●この事業の利用が日常生活の役に立つと思われ、本人が利用を希望される方
●認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方等
＜相談窓口　くらしの相談支援室　70－1236 ※4月1日から73－7776＞　高知県との県境に位置する、正木地域は自然にあふれた山間地です。

　高齢者が多いが、田畑の仕事をする元気な高齢者が多い、昔ながらのつなが
りはあるが、世代間の交流が少ないという正木地域の現状から、地域の皆で
「食」を通じて地域の方々に交流やくつろぎの場を作ろう！！ということから
「正木やまびこ会」を立ち上げました。
　閉園となった旧保育所を活用し、地域のボランティア６名であたたかい料理
を作っておもてなしをしています♪地域や年齢は問いませんので、どなたでも
おいでください♪
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♪篠山小中学校すぐとなりです♪



三世代交流会
【愛南町老人クラブ連合会各支部】

一本松支部見守り訪問 第5回　地域の担い手養成研修会

　愛南町老人クラブ連合会の各5支部では、子供世代、お父さんお母さん世代、おじいちゃん・おばあちゃん世代の
交流・親睦を目的に、三世代交流会を行なっています。なお、この事業は共同募金配分金を利用しています。

　平成30年12月22日（土）に家串公
民館で実施しました。
　お正月飾りのしめ縄を老人クラブの
会員の方に教えていただきながら作り
ました。
　その後は、みんなでお弁当を食べ、
ビンゴゲームをして楽しく交流を深め
ました。

　平成30年12月26日（水）に一本松保健セ
ンターで実施しました。
　講師の方をお迎えしてフラワーアレンジメ
ントを行いました。小学生の児童には少し難
しいかなと思いましたが、意外な才能を見せ
た子もいて、楽しみながら生けていました。
　最後はじゃんけんゲームを行い、交流会を
終えました。

　昨年度は平成30年2月22日（木）に福浦小学校体育館で実施しました。
　児童・老人クラブ会員・先生で5チームに分かれて、ゲームを行い交流を深め
ました。その後はお茶会を開催し、ゲームの感想や色々な話題で話に花を咲かせ
ました。

　平成30年10月27日（土）に長月小
学校で実施しました。
　長月地区のコスモス祭り開催時に行
い、長月小学校児童も一緒に手伝って
ついた、いものもちなどの田舎料理を
食べた後に、点取りゲームを行いまし
た。
　予想以上に盛り上がり、楽しいひと
時を過ごしました。

　平成30年12月25日（火）に東海公
民館で実施しました。
　東海小学校の児童を対象にしめ縄作
りを行いました。老人クラブの会員さ
んに教えていただきながら作りまし
た。その後ゲームなどもあり、楽しく
交流が出来ました。
　今年度で東海小学校が休校となるの
で、児童にとって楽しい思い出の一つ
になったと思います。

内 海 支 部 御 荘 支 部 城 辺 支 部

一 本 松 支 部

昨年度の模様

平成30年度　赤い羽根共同募金運動実績報告
10月１日から12月末日にかけて赤い羽根共同募金運動を実施して参りました。
　運動期間中には、住民の皆様方や学校・職場・企業の方々には格別のご支援とご協力いただき心から厚くお礼申し上げます。
また、行政協力員の皆様や小中学校の先生方にもご理解とご協力いただき誠にありがとうございました。
　今年度も住民の皆様の助け合いに支えられ赤い羽根共同募金運動を展開することができました。皆様からの募金は、民間の地
域福祉活動の財源として幅広く活用させていただきます。
　下記に平成30年度の実績をご報告いたします。

☆　福祉杖を給付します。☆
　赤い羽根共同募金の配分金を利用して、高齢者等に対し日常生活においての負担軽減を目的として、福祉杖を給付します。
・対 象 者：愛南町にお住まいで、在宅で65歳以上の高齢者又は身体障がい者手帳をお持ちの方で、一点杖を必要と

する方です。（入院中の方は退院後に申請してください。）
・利 用 料：無　料（年間支給本数は100本です。）
・申請方法：福祉杖給付台帳に必要事項を記入してください。印鑑が必要です。
・受渡場所：社協本所（菊川）　　　□ 菊川まで来られない方については、ご連絡ください。

備　　考件　　数実 績 額募金方法
戸　別　募　金
法　人　募　金
学　校　募　金
職　域　募　金
イベント募金
個　人　募　金
その他の募金
合　　計

2,965,311
941,200
256,484
569,316
6,311

414,000
40,211

5,192,833

5,940
112
18
54
1

139
4

6,268

各世帯
会社・企業
小学校・中学校
役場・消防署・南予地方局・県立南宇和病院他
イベント売上
個人大口
ガチャポン他

西海支部でも２月に三世代交流会が福浦小学校で行われました。

　愛南町民生児童委員協議会一本松支部では、毎年70歳以上の一人暮らし
世帯を対象に見守り訪問活動を行なっています。
　今年度も平成30年12月18日（火）に実施しました。

　この訪問活動には、民生委員さん手作りのお弁当も一緒に届けており、
すごく喜んでもらえた方やお礼を言っていただいた方など好評を得ており
ます。
　前日の準備から始まり、当日の早朝からは民生委員さん全員で調理し、
盛り付け、包装や仕分けまで自分たちの手で行い、あわただしいながらも
民協一本松支部の年末の恒例行事として取り組んでいます。
　毎年心待ちにされている方もおり、今後もこのような活動を通
じて、一人暮らし高齢者の方の見守りを続けていければと思って
います。

　「メラビアンの法則」人は、視覚情報（表情・しぐさ・視線等）55％・聴
覚情報（声の大きさ・メリハリ、話すスピード）38％で相手の情報を得ると
言われています。残り7%が言語情報です。
　相手に好印象を与えるためには、表情・しぐさ・話す声
のトーンなどを心掛けると良いのではないでしょうか？
　特に「笑顔・笑声（やわらかく楽しそうな印象を与える
声）」を心掛けることで「魅力アップ」に繋がります。
　研修を受ける前と後では、皆さんのお顔が全然違ってい
たのが印象的でした。

　菊川ふれあいサロン代表の丸田カツミさん指導
の下、参加者30名が、大根の漬物を作りました。
　お昼には、ふれあいサロンの皆さんに作ってい
ただいた、鯛めし・酢の物・鯛のお吸い物・寒
天・かぼちゃ蒸しパンをいただきました。
　漬物作りと食事を通じて、地域のリーダーさん
同士の交流ができました。

　平成31年2月6日（水）御荘文化センターで、第5回地域の担い手養成研修
会を開催しました。講師には、未来人財育成企業　脳活性化サポート企業　
gift　代表　福本　由美　氏をお迎えし「地域リーダーの魅力アップ講座」
と題し、研修会を実施しました。

　平成31年2月13日（水）菊川公民館で、地域の担い手の方を対象に漬物作り
講座を開催いたしました。

（漬物作り講座）第6回　地域の担い手養成研修会（漬物作り講座）

活用内容

　この募金は、町の民間の地域福祉活動の財源として幅広く活用させていただきます。
○ 老人福祉活動　○ 障害者・児福祉活動　○ 児童・青少年福祉活動　○ 母子・父子福祉活動
○ 福祉育成・助成事業　○ ボランティア活動育成事業　など
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○ 福祉育成・助成事業　○ ボランティア活動育成事業　など



この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。
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《まごころ銀行》ご寄付紹介
城 辺 甲　鎌田　暑利　様
家　　串　加藤　正則　様
御荘平城　観自在寺御詠歌講　様
西 予 市　愛媛南部ヤクルト販売株式会社　代表取締役 元山達央　様

下記の皆様方よりご寄付をいだきました。
紙面を借りて御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

まごころ銀行への寄付金は、愛南町の地域福祉のために役立てられています。（平成31年２月７日現在）

【愛南町社会福祉協議会本所】　住 所〒798-4101　愛南町御荘菊川1157

　総務福祉課　0895－73－7777
　　　ＦＡＸ　0895－74－0520
　地域福祉係　0895－73－7776
　くらしの相談支援室
　　　　　　　0895－73－7776
　

（1階） （2階）

（3階）

在宅福祉課　　　  0895－73－7771
　　ＦＡＸ　　　  0895－74－0521
　　　　　　　　  　　（事業所共通）
訪問介護事業所　  0895－73－7772
居宅介護事業所　  0895－73－7772
訪問入浴事業所　  0895－73－7773
居宅介護支援事業所　0895－73－7775
相談支援事業所　  0895－73－7775

※西海事業所は変更ありません、これからもよろしくお願い致します。

愛南町社会福祉協議会 事務所移転のお知らせ

福祉移送（有償運送）サービス事業廃止のお知らせ

移転日：平成31年４月１日（月）から

　町民の皆様には日頃より本会事業の運営に際しご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび愛南町社会福祉協議会本所と城辺事業所が下記に移転することとなりました。移転に伴い
電話番号が変わります。
　町民の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、今後とも一層のご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

（旧菊川小学校）

【お手伝いの内容】
●福祉サービスの利用援助
●日常的な金銭管理のサービス
●書類等のお預かり

【利用料金】
●相談は無料
●ご利用1時間までは1,000円
（1時間を越える場合は30分ごとに500円の加算になります）
※生活保護を受けている方の自己負担はありません

ご存じですか？福祉サービス利用援助事業
　福祉サービスの利用やそれにともなう日常的な金銭管理について不安を感じている方が、地域で安心して
暮らせるようにお手伝いをします。

平成18年７月より運行致しておりました、福祉移送（有償運送）サービス事業を、
平成31年３月末日を以て、廃止させていただくこととなりました。
永らくのご利用ありがとうございました。

【このサービスをご利用いただける方】
●契約を結ぶこと、利用料がかかることをご理解いただける方
●この事業の利用が日常生活の役に立つと思われ、本人が利用を希望される方
●認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方等
＜相談窓口　くらしの相談支援室　70－1236 ※4月1日から73－7776＞　高知県との県境に位置する、正木地域は自然にあふれた山間地です。

　高齢者が多いが、田畑の仕事をする元気な高齢者が多い、昔ながらのつなが
りはあるが、世代間の交流が少ないという正木地域の現状から、地域の皆で
「食」を通じて地域の方々に交流やくつろぎの場を作ろう！！ということから
「正木やまびこ会」を立ち上げました。
　閉園となった旧保育所を活用し、地域のボランティア６名であたたかい料理
を作っておもてなしをしています♪地域や年齢は問いませんので、どなたでも
おいでください♪
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旧正木保育所住所
愛南町正木1223番地

♪篠山小中学校すぐとなりです♪




