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11

＊市内６９サロン
＊世話人交流研修

ふれあい・いきいきサロン事業

13

＊一般高齢者自立支援デイサービス
＊二次予防高齢者通所型介護予防事業

デイサービスセンターじゅらく

14

＊唐川ふれあいプラザ
＊上灘老人憩いの家

介護予防施設送迎サービス事業

16

＊伊予・双海
居宅介護支援事業

15

＊伊予市老人福祉センター
＊唐川ふれあいプラザ
＊上灘老人憩いの家

施設管理業務

20

＊車椅子・ ポータブルトイレ等の貸出　　　
福祉用具貸与事業

22

＊大平・中村・郡中・上野・中山・
　双海の6地区社協が開催する事業や
　地域ニーズ把握等の取組みに協力
　

地区社協に関する事業

21

布団乾燥事業
           （福祉寝具乾燥サービス）

19

18

（平成 23年度をもって廃止）　　　
訪問入浴事業

障害者居宅介護事業・
                    地域生活支援事業

6

まごころ銀行

2

福祉サービス利用援助事業

3

法人後見事業

8

＊一般相談　　＊弁護士相談
心配ごと相談事業

7

生活福祉資金貸付事業

1

＊理事会　　＊評議員会
＊在宅福祉委員会
＊伊予市社会福祉大会
＊「いよし社協だより」の発行
＊社協イメージキャラクター
　「あいみん。」のイベント参加　

法人運営事業

17

＊伊予・中山・双海　　　　
訪問介護事業

４

＊いよしボランティアフェスティバル
＊一般ボランティア講座
＊福祉出前講座
＊災害時対応訓練事業

ボランティア活動推進事業

～伊予市社協では、みなさまからいただいた会費・寄付金・共同募金などを財源に、地域福祉を推進しています～

５

＊赤い羽根募金
＊歳末たすけあい募金
＊敬老（卒寿）記念品の贈呈

共同募金事業

平成23年度　事業報告平成23年度　事業報告 決算報告とともに、当協議会が取り組んだ主な事業を紹介します。

9

民生児童委員協議会運営事業

10

＊一人暮らし高齢者の友愛訪問
＊定例会、研修会、視察研修

高齢者家庭相談員設置事業

12

＊地域ケア会議
＊転倒予防教室
＊認知症予防教室
＊IADL 訓練事業（目玉焼き倶楽部）
＊家族介護者教室
＊徘徊高齢者 SOSネットワーク

在宅介護高齢者
              相談支援センター事業

民生児童委員の
一部改選がありました
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まだまだ減らない悪質商法。
愛媛県内に寄せられた情報を
お届けします。�（愛媛県中予地方局より）

�一人暮らし又は日中一人で過ごしている高齢者が狙われています。
ご家族やご近所の方、自治体などに相談してから、対応するようにしましょう。

収入 支出

会　費 6,156（3%） 助成金 5,407（3%）
その他 4,636（2%）寄付金 1,844（1%）自立支援収入 7,457（3%）

利用料 1,964（1%）

雑　入 1,945（1%）
その他 8,430（4%）

207,380
（単位：千円）

198,517
（単位：千円）

事務費 15,743（8%）

事業費 16,543（8%）

共同募金配分金事業費 7,226（4%）

（単位：千円）

事業収入 1,824（1%）

共同募金配分金 8,478（4%）

助成金 4,925（2%）

市補助金
39,139
（19%）

受託金
32,402
（16%）

介護保険収入
92,816
（45%）

人件費
148,962
（75%）

平成23年度　決算報告平成23年度　決算報告

アラブのシリア
ポンド購入を勧
められる。
「黄色い封筒が届いて
いないか」と電話が
かかり、届いていると
言うと「あなたは特
別。」と言われ、封筒
の中に入っている名
刺の連絡先に連絡を
するよう指示される。

「隣のお宅が
��排水管清掃を
��したが、お宅も
��しないか。」
� と言われる。

最終的には、
リフォーム工事
の契約をする。

「金の鑑定を
��させて欲しい。」
と電話又は訪問
される。

近くの寺で、
鑑定をしている
と言う。

架空請求
ハガキが届く。

NHFセンターと
名乗るところか
ら官製はがきが
届き、「内容確
認通知」と題し
ている。

2 3 4

行政書士による無料相談始めます
愛媛県行政書士会松山支部による、無料相談を７月から実施します。
相続・遺言や成年後見、官公署への許認可申請・届出などについてのご相談を受け付けます。
暮らしや仕事での困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。(完全予約制です。）

　 相  談  日  時 毎月第２金曜日　１３：３０～１６：００　＊初回は、７月１３日（金）
　 相  談  時  間 約３０分
　 場　　　　　所 伊予市社会福祉協議会　伊予事務所　本館　２階相談室
　 予約・お問合せ 伊予市社会福祉協議会　地域福祉係（☎９８２－０３９３）

ご注意 !
1

民生児童委員の
一部改選がありました

（前）川井　泰誠さん
　↓

（新）田
た

中
なか

　敏
とし

信
のぶ

さん
■電話番号　�983－0886
■担当地区　�郡中地区主任

児童委員
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　生活援助の様子　
利用者さんができない、掃除等を行いま
す。その場合、利用者さんが使用する場
所に限られます。
窓ふきや庭の草引き等は、含まれません。

ヘルパーさんが、
 来てくれると思うと安心します。
一人で悩んでいることを
相談できて、ほっとします。

　生活援助の様子　
利用者さんの食事の調理を
行います。利用者さんが、事
前に下ごしらえをしてくれ
ている場合もあり、一緒に
調理をします。
自分ではできないこと
をヘルパーが手伝い、
献立や味見は利用者さ
んにしてもらいます。

お一人暮らしの方でも、
ヘルパーが訪問することで、
その方の生活が維持できるように、
支援しています。利用者さん自身が
できることはしてもらい、
できないところを手伝っています。

今回はほんの一部ですが、どのような仕事をしているのか、ご紹介します。今回はほんの一部ですが、どのような仕事をしているのか、ご紹介します。

　身体介護の様子　
利用者さんが入浴をする際に転倒しないよう見守りをし
たり身体を洗ったり、着替えの手伝いをします。
利用者さん自身ができることは、自分でしてもらいます。

伊予市社協には、色々な福祉専門職の職員がいます。
そこで、どのような仕事をしているのかを、みなさまに知っていただく為、シリーズでご紹介します。

洗髪中

　伊予市社協と言えば、ヘルパー！と
言ってもいいほど職員数は圧倒的に多い
です。現在３４名の訪問介護員（ホーム
ヘルパー）が働いています。見かけら
れた事がある方もいるかと思いますが、
黄色の制服でバイク又は車で、利用者
さんのお宅を訪問しています。
　介護保険制度等の支援が必要な
高齢者や障がい者等に対し、その方
の残存機能を活かし、できない部分
の支援をしています。

　また職員自らの技術を磨くため、研修会を
開催したり、介護福祉士国家資格を取得する
ため頑張っています。

おむつ交
換実技

情報交換

食事介助
実技

普
段
自
分
た
ち
が
作
っ
て
い
る

み
そ
汁
を
持
参
し
、
塩
分
量
を
計
測

定例会（研修）の様子
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伊予市ボラセン
イメージキャラクター　ぽかりん

地区社協通信
←ふたみ ぐんちゅう→

双海 郡中

トーンチャイム講座
を開催しました

ぽかりん通信
伊予市ボランティアセンター
（伊予市社会福祉協議会内）
☎９８３－６２２４

お問い合わせ
このコーナーでは、伊予市内で活動しているボランティア
グループの紹介や色々なボランティア情報をお伝えします。

今月号から「ボランティア通信」から
「ぽかりん通信」に名称を変更します。

♪

　家族の介護をしている方のために、ストレスの軽減と仲間づ
くりなどを目的に毎月１回開催しています。
　地元の「ピザ窯みどり」で、ピザ焼き体験をしたり、排泄介
護の実技を学び、ご家庭の介護に役立てていただいています。
　少しの時間ですが、介護
者の息抜きができればとい
う思いで、開催しています。

　５月24日に郡中地区の一人暮らし高齢
者121名が集まり、ぐんちゅう保育所園児
さんのお遊戯を見たり、会食をしたり、民
生児童委員さんや高齢者家庭相談員さん
方の催しを見ながら交流をしました。

　たくさんのエコキャップを届けてい
ただいていますが、中には、カビの生
えたキャップや、清涼飲料水以外の
キャップが入っています。お手数です
が、清涼飲料水のキャップを洗い、乾
かしてからお届け下さい。
　みなさまのご協力をよ
ろしくお願いします。

敬老の家が開催されました

エコキャップ
回収の際の お願い

年々美しさが増
している男性民
生児童委員さん
の女装姿。

水戸黄門様が
現れました。

介護者交流会を開催しています

●○●参加者の感想○●○
♪とても楽しかったし、天使のような音色だった。
♪あっという間で、もう少し時間があればと思った。
♪�トーンチャイムは癒される音色で、演奏を聴くと
とても心が落ち着きよかった。

いよし社協だより5



いよし社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金を制作費の一部に充当させていただいています。
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あいみん。あいみん。
いよし社協
イメージキャラクター
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まごころ銀行

伊予事務所

中山事務所

双海事務所

・毎月第４水曜日
・伊予市社会福祉協議会本館 相談室

・毎月第２木曜日
・中山地域事務所２階　第２相談室

・毎月第２水曜日

7 月 ２５日

8 月 ２２日

9 月 ２６日

7 月 １２日
8 月 　９日
9 月 １３日

7 月 １１日 下灘コミュニティセンター小会議室

8 月 　８日 双海保健センター相談室

9 月 １２日 下灘コミュニティセンター小会議室

心配ごと相談　１３：３０～１６：００
市内の民生児童委員さんなどが、家庭のこと、人生のこと、
日常生活の悩みごと・困りごとなどの相談に応じます。

７ 月 ４日、１８日

８ 月 １日、１５日

９ 月 ５日、１９日

７ 月 １３日

８ 月 １０日

９ 月 １４日

《完全予約制》☎982-0393�地域福祉係まで
■毎月第１･ ３水曜日
■伊予市社協　伊予事務所
　本館（米湊723－1）
■初めての相談のみ
■南法律事務所
　所属弁護士１名
■相談時間は25分

■毎月第２金曜日
■伊予市社協　伊予事務所
　本館（米湊723－1）
■愛媛県行政書士会
　松山支部所属の
　相談員２名
■相談時間は約30分

弁護士無料相談 １３：３０～１６：００

ご寄付ありがとうございました
次の方から社会福祉協議会『まごころ銀
行』への善意の寄付をいただきました。
皆さまからいただいたこの善意は、地
域福祉活動の支援等に活用させていた
だきます。
� （４・５月受付分）
《香典返し》
○渡邉　政富様（上野）
� 亡父　満政様
○駄場十三子様（中山町出渕）
� 亡夫　聖健様
○久保　　栄様（中山町中山）
� 亡母　初子様
○長田　直博様（下吾川）
� 亡母　徳恵様
○西窪　康雄様（中山町出渕）
� 亡母　アヤコ様

※�個人情報保護のため、ご了承いただ
いている方のみ掲載しています。

この図が読めますか？ 社会福祉協議会
会長　松田隆和コ ムラ 第５回

　この図は、京都の龍安寺の裏庭に手洗いのために置かれている石鉢に書かれ
ています。四つの漢字を口に合わせて重ねたもので、「われ（吾）」、「ただ（唯）」、
「あし（足）」、「しる（知）」の漢字で、読み方は「吾れ唯、足ることを知る」
と読みます。意味は、私はいつもいつでも満たされていることを知っています
というものです。
　この鉢は「人生楽ありゃ苦もあるさ・・♪」のテレビ時代劇で有名な水戸黄
門（水戸光圀副将軍）が贈ったものだそうです。

　人は欲張りすぎないで満たされている今の自分を大切にしなさいと語っているのです。

お気軽にご相談ください
ひとりで悩まないで…

NEW

行政書士無料相談 １３：３０～１６：００
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