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令和元年12月の社会福祉大会受賞作品であるため、当時の学年で記載させて頂いております。

ありがとう　一言聞くと　幸せだ 三崎小学校　5年　浜口　夏葵さん

第52回土佐清水市社会福祉大会

（がんばったで賞　テーマ「しあわせ」）

幸せは　笑顔の花が　さいた時 三崎小学校　5年　宮闢　日和さん

8月号
斧積藤ノ川

立石 貝ノ川浦
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8月号

　会費収入
　寄付金収入
　市補助金収入
　共同募金配分金収入
　市受託金収入
　県社協受託金収入
　法人後見事業収入
　介護保険収入
　利用料収入
　障害福祉サービス等事業収入
　受取利息配当金収入
　雑収入
　資金貸付金回収収入
　積立資産取崩収入
　事業区分間繰入金収入
　前期末支払資金残高

収　入　合　計

721,000
153,000

8,674,000
918,000

67,660,860
1,537,000
1,431,880
3,866,490

137,250
1,387,980

40,830
1,072,296

271,723
1,153,000

300,000
6,274,424

95,599,733

収入の部

（単位：円）

（単位：円）

決算額

　市補助金収入
　社会福祉センター貸館利用料収入
　受取利息配当金収入
　雑収入
　積立預金取崩収入
　事業区分間繰入金収入
　前期末支払資金残高

　収　入　合　計

3,459,000
953,240

16
122,659
375,000
155,000

1,020,943
6,085,858

収入の部 決算額

　人件費支出
　事業費支出
　事務費支出
　資金貸付金支出
　積立資産支出
　事業区分間繰入金支出
　退職手当積立基金預け金支出
 �  

  
  
  
  
  
  
  
  

 支　出　合　計 
当期末支払資金残高

68,693,611 
14,367,083 

757,109 
271,723 

1,693,529 
155,000 

3,879,630 

89,817,685
5,782,048

支出の部 決算額

　事業費（社会福祉センター運営費）
　積立資産支出
　事業区分間繰入金支出
  
  

支　出　合　計
当期末支払資金残高

4,452,454
1,000,006

300,000

5,752,460
333,398

支出の部 決算額

2019年度　社会福祉法人　土佐清水市社会福祉協議会決算（法人拠点区分）

2019年度　社会福祉センター決算（公益拠点区分）

2019年度事業報告
第3期地域福祉計画の推進
■住民座談会の開催� 2回　延057人

地域支援事業の実施
■いきいきサロン事業　49地区実施
　いきいきサロン展開セミナー� 5回　延107人
　いきいきサロン交流会（輪投げ大会）�1回　延101人
　年間実施回数　延491回� 参加人数　延6，443人
■広報啓発活動　広報「しあわせ」発行
■いきいきボランティア活動推進事業
　福祉協力員情報交換会� 43回　延311人
　ボランティア研修会� 1回　延023人
■地域支え合い事業� 17回　延161人
■生活支援・介護予防サービス基盤整備事業
　協議体　3回　延41人� 検討会　3回　延021人
　研修会　1回　延12人
■家族介護教室事業� 20回　延451人
■要支援者いきいきボランティア地域支え合い活動事業
� 1回　延004人
■要支援者地域住民ボランティアグループ支援活動推進事業

相談支援・権利擁護の推進
■福祉サービス利用援助事業� 相談件数　970件
■生活福祉運動推進事業� 相談件数　021件
■自立相談支援事業� 相談件数　022件
■法人後見事業� 利用者数　008人
■財産保全サービス事業� 利用者数　001人
■市民後見人養成講座� 受講者数　011人

第52回社会福祉大会
■実行委員会　2回 20人� ■参加者　約310人

地域包括支援センター事業
■総合相談　1，130件　　　■実態把握　602件
■高齢者権利擁護事業　　　　　　　
　研修会・検討会� 6回　延　00人
　個別相談支援� 90回　延　00人
　成年後見制度普及啓発研修会� 5回　延　72人
■地域ケア会議� 10回＋研修会2回
■認知症初期集中支援推進事業
　訪問・相談� 541回　延　00人
　会議・検討会� 6回　延　00人
■包括的・継続的ケアマネジメント事業
■認知症地域支援推進員等設置事業
■認知症サポーター研修会� 4回 延　079人
■住宅改修支援事業� 57件
■配食サービス（アセスメント）支援事業� 82件
■介護予防ケアマネジメント事業� 700件
■介護予防ケアプラン� 866件
■地域リハビリテーション事業
■短期集中訪問リハビリテーション事業

障害者福祉の推進
■相談支援事業所（一般・専門相談）件数� 75件
■指定特定相談支援事業所　計画相談支援� 27件
■ハッピー会（料理教室・折り紙教室）�2回　延　06人
■手話奉仕員派遣事業� 5回　延　11人

社会福祉センター運営事業（貸館）
■有料の部　191回　　　■無料の部　324回

その他
■災害ボランティアセンター模擬訓練
■社会福祉活動推進校育成事業
■車イス貸出　　　■地下トレーニングジム
■団体事務の推進　　　等
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8月号

　七夕の日に早速訪問活動を行いました。この日は雨の中での出発となりましたが、子ども
たちの元気な声が地域に響いていました。

　子ども民生委員の皆さんは今年 2 年目！以前
訪問した時のことを覚えており、新しい訪問先
でもしっかりとお話ができました。不在の所で
は「自転車がないね」などちゃんと観察もされ
ていました。
　今年1年間子ども民生委員として“船場”“小方”
地区を回ります。地区の皆さんよろしくお願い
します。

P3



8月号

　「請求書がきたけれど、どうしたらいいか分からない」「計画的にお金を使いたいけど、い
つも迷ってしまう」「福祉サービスを使いたいけれど、どうしたらいいかわからない」など…
　そんな困りごとを抱えている高齢者や障害のある方などが、安心してその人らしく自立
して日常生活が送れるように、社会福祉協議会がお手伝いする事業です。
　�
＜対象者＞�
　高齢者や障害者の方など自分一人では判断することが難しい方�

＜内容＞�
　福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス�
　書類などの保管サービス�

＜利用料＞�
　相談は無料、サービスは1時間1,500円

　社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業や成年後見制度についての相談や手続き支
援、法人後見の受任を行っています。
　不安なことや困りごとについてお気軽にご相談下さい。

日常生活自立支援事業をご存知ですか？日常生活自立支援事業をご存知ですか？

＜お問合せ＞　土佐清水市社会福祉協議会　　８２－３５００�
　　　　　　　土佐清水市寿町11番9号　社会福祉センター内

令和２年６月30日 土佐清水市手話言語条例が制定されました。
　私達がふだん、人とコミュニケーションを図る際、当たり前に音声言語（言葉）を使うように、
聴覚障害者にとって手話は当たり前の言語（言葉）です。
　土佐清水市でも手話が音声言語と同様に言語であることが位置付けられました。
　ぜひ、この機会に手話を学んでみませんか。
　社協では、聴覚障害への理解を深めるとともに手話を身近に感じてもらえるよう、市内の学校
や福祉センター・各団体等から依頼を受け、手話奉仕員を派遣しています。まずは簡単な挨拶か
らあなたも一緒に学んでみませんか。

　派遣を希望される団体、また内容を詳しく聞いてみたいという団体の方は下記までお気軽にご
連絡ください。

土佐清水市社会福祉協議会　蕁82－3500（担当　山本）お問い合わせ先
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8月号

R321蜻竜串

地域包括
支援センター

森林
組合

清　水
警察署

＜相談窓口・お問合せ＞�

土佐清水市地域包括支援センター
〒787ー0332 土佐清水市汐見町1ー19  TEL83ー0233

詳しいお問い合わせは、
下記連絡先までお気軽にどうぞ。

受付時間：月曜日～金曜日　8：30～17：30（祝日を除く）

地域包括支援センターです！地域包括支援センターです！こんにちは！

お互いに経験の中で発見したことや、介護の知恵などを共有することができました。

「認知症家族の会」とは、「認知症家族の会」とは、「認知症家族の会」とは、

認知症の方を介護している人たち同士が

集い語らう場です。

認知症の方を介護している人たち同士が

集い語らう場です。

認知症の方を介護している人たち同士が

集い語らう場です。

6月に開催、新たに
4名の方が参加し、
全員で11名の参加
になりました。

不思議です
いつも、初めまして
の方があっという間
に旧友かの様に話
が盛り上がるのは

「子供を叱るな　我来た道、

　　　年寄り叱るな我行く道」

　認知症と診断をされたおばさんを介護して

いる甥が、いつも心にとどめている言葉だそ

うです。新聞に出ていた言葉で、それがずっ

と頭に残っていると紹介してくれました。

【今年度の予定】

＊令和2年090月25日（金）

＊令和2年12月25日（金）

＊令和3年030月26日（金）

場所：社会福祉センター

時間：午後1時30分から3時

※予定は、変更となる
　場合があります。
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8月号

令和2年度赤十字救急法基礎講習並びに
赤十字救急法救急員養成講習会への受講者を募集します！

　新型コロナウイルス感染症の影響により、延期にしておりました標記講習会について、
下記のとおり開催することになりました。
　南海トラフ地震や万が一の事故やケガから命を守り、医師又は救急隊に引き継ぐまでの
正しい知識と応急手当の実技を取得することを目的に、標題の講習会を開催します。ひと
りでも多くの方に、救急法救急員の知識・技術を取得していただき、何かあったときに冷
静に対応ができるよう、皆さまの受講をお待ちしております。

※受講希望の方には、開催要綱、日程表、受講申込書をお送りいたしますので、お問い合
　わせください。

土佐清水市社会福祉協議会

受講申込み・お問い合わせ先

学科、実技（一次救命処置、きず・骨折の手当、搬送等）
全日程を受講し、最終日の試験（学科・実技）に合格した方に、赤十字救急法救急員認定証

（有効期間5年）を交付いたします。

内　容

講　師 赤十字救急法指導員 受講資格 15歳以上の健康な男女

受講料 無料 定　員 30名

〒787-0323 土佐清水市寿町11番9号
社会福祉センター内 TEL：0880-82-3500

※詳しい日程表につきましては、下記までお問い合わせください。

会　場

日　時

土佐清水市立中央公民館3階　多目的ホール

＊1日目 令和2年090月13日（日）

＜計3日間＞

13時～17時

＊2日目 令和2年10月10日（土） 9時～17時30分

＊3日目 令和2年10月11日（日） 9時～17時30分 令和元年度講習会の様子令和元年度講習会の様子

ボランティアセンターコーナーボランティアセンターコーナー 寿町11-9 TEL82ー3500
土佐清水市ボランティアセンター

寿町11-9 TEL82ー3500
土佐清水市ボランティアセンター

ゴミ出しボランティアを大募集しています。
● 自分がゴミを出すついでに、ゴミ出しに行けない人のゴミも出してあげる。

土佐清水市社会福祉協議会団体会員のご紹介
みなさまのご支援とご協力ありがとうございました。（順不同・敬称略）

（令和2年6月6日～7月8日受付分）

土佐清水市金融団　　土佐ガス株式会社・aicoしまんと　　下川口小学校
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8月号

4日

〃

5日

〃

〃

6日

8日

18日

〃

足摺岬区長場（足摺ふれあいクラブ）

旧旭保育園（旭町いきいきサロン）

鳥渕集会所（鳥渕わらびの里クラブ）

貝ノ川郷集会所（貝ノ川菜の花クラブ）

旧旭保育園（あさひイキイキサロン）

旧浦尻保育園（浦尻すみれ会）

三崎地区防災コミュニティーセンター（斧積いきいきクラブ）

旭町　芝岡さん宅（元町みなとサロン）

松尾区長場（松尾いきいきクラブ）

火

〃

水

〃

〃

木

土

火

〃

19日

20日

〃

24日

25日

26日

27日

28日

31日

立石集会所（立石いきいきクラブ）

鍵掛公会堂（オレンジクラブ）

平ノ段区長場（平ノ段松島会）

藤ノ川集会所（オガタマ会）

市野瀬集会所（市野瀬いきいきサロン）

貝ノ川浦区長場（はまゆうサロン）

三崎浦区長場（三崎浦さくら会）

船場集会所（船場あじさいサロン）

グリーンハイツ区長場（グリーンハイツいきいきサロンさわやか）

水

木

〃

月

火

水

木

金

月

～8月のいきいきサロン日程表～
会　場（グループ名）日　時 会　場（グループ名）日　時

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、状況によっては日程が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

～いきいきサロンの風景～～いきいきサロンの風景～
市野々サロン三崎浦サロン

ソーシャルディスタンスを保ちながら、体操も再開しています。ソーシャルディスタンスを保ちながら、体操も再開しています。

ご案内
内　　容 日　　時 場　　　所

認知症相談会

清水郵便局午前 10時から11時8月11日（火）

地域包括支援センター午後 1時30分から3時30分8月14日（金）

プラザ・パル 2階フロア
午前 10時から11時30分8月19日（水）

サニーマート午後 1時30分から2時30分8月20日（木）
内　　容 日　　時 場　　　所

社会福祉センター
地下トレーニングジム

新規利用者説明会

新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、現在運営自体を中止して
います。再開については、今後の状況により検討していく予定です。
再開の際には、お知らせします。

認知症ケア専門士でもある渭南病院・看
護師の仮谷沙智さんが相談対応します。
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こじゃんと達者な  じいやん  ばあやんこじゃんと達者な  じいやん  ばあやん

　大津サロンでは71歳から91歳までの8人のいきいきサロンボランティアさんが元気に頑張ってくれ
ています。開催日の前々日から買い物や食事の準備を行い、手作りで食事を作り、おかずの内容も高
齢者の好みに合わせて工夫しているようです。今後のサロンについては「少しでも多くの人に来ても
らって盛況にサロンをしていきたい」と話してくれました。これからもいきいきサロンが地域の集い
の場、笑い声の聞こえる場となるよう、よろしくお願いします。

～大津叶崎クラブ～いきいきサロンボランティア紹介いきいきサロンボランティア紹介

　浜益野から平ノ段へお嫁にきたという静惠さん。旦那さんと
一緒に、30 年間葉タバコを作ってこられました。その後、10
年間はオクラや菜花などを作り、今でも家の庭では、トマト・
ナス・モロヘイヤ・枝豆・芋など、数多くの野菜を育てています。
　そんな静惠さんは、平ノ段のサロンを当時の区長さんや仲間
たちと一緒に立ち上げ、当時も皆で野菜やお米を持ち寄り、食
事を楽しんでいました。今でも、毎週体操やサロンには欠かさ
ず参加し、力強い静惠さんに皆が元気づけられています。
　静惠さんの日課は、朝・晩歩くこと。「足腰は強い！膝も痛く
ない !」と笑って話してくれ、スクワットも全く苦にならないと、
安定した様子で体操をされていました。
　「隣の家の人、地域の人がよくしてくれる。いつも声をかけて
くれる」と嬉しそうに教えてくれた静惠さん。これからも元気
でお過ごしくださいね。

平ノ段

昭和2年7月18日生まれの93歳です!

（しづえ）
さん西岡  静惠

なるようになる思うて、
荷にせんことやね。

元気の秘訣…蟋
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