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平成30年度

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
共同募金の目標額
共同募金は、地域の民間福祉のニーズを
把握してから募金を行う計画募金です。
まず 4 ～ 5 月に、地域の様々な福祉団体や、
社会福祉協議会、民間福祉施設から翌年度に
実施する事業の配分要望をとりまとめたうえ、
その申請内容について、必要性、緊急性などを
考慮し、寄付者のみなさまに納得いただける
配分計画を募金の目標額とします。
この目標額にもとづいて、
10 月から 12 月まで、
共同募金運動が
行われます。

『じぶんの町を良くするしくみ』
をスローガンに10月1日から12月31
日まで全国一斉に平成 30 年度赤い
羽根共同募金運動がはじまります。
地域のさまざまな福祉活動やボラ
ンティア活動を支えるために、みな
さまのご協力をお願いいたします。
高知県共同募金会香南市共同募金委員会

平成 30 年度

事業への配分金は 4,077,230 円で下記の団体に配分しました

団体名

明日葉会

香南更生保護女性会吉川支部

のいち子ども図書館クラブ

いきいき百歳体操山北会

香南市社会福祉協議会

まざあぐうす

香南更生保護女性会赤岡支部

香南市身体障害者連盟野市支部

ぼちぼち

香南更生保護女性会香我美支部

香南市身体障害者連盟夜須支部

香南更生保護女性会野市支部

香南市身体障害者連盟

「平成30年 7 月豪雨高知県災害義援金」を募集します。
募集期間：平成 30 年 7 月 13 日（金）～ 平成 30 年 9 月 28 日（金）
義援金受入口座

口座番号

金融機関

支 店 名

四国銀行

県庁支店

普通

5138572

高知銀行

朝倉南支店

普通

3043110

ゆうちょ銀行

口座名義
社会福祉法人高知県共同募金会
高知県共同募金会
平成30 年豪雨災害義援金

00130-0-730402

※上記金融機関窓口からの振込手数料は無料です。
・この義援金は税制優遇措置の対象になります。優遇措置の適用を受ける場合には、確定申告の際に金
融機関での振込金受領証等に本募集要綱を添付する必要があります。なお、高知県共同募金会の領収
書が必要な場合はご連絡をお願いいたします。
◆問合せ先

社会福祉法人高知県共同募金会

TEL：088-844-3525 ／ FAX：088-843-6566
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社協会費に
ご協力をお願いします

年会費：1口 200円

市民の皆さま方には、日頃から香南市社会福祉協議会の
活動にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。
当協議会は、
『地域で支え合い 安心して暮らしていける
まちづくり』の実現のため、高齢者・障害者・児童分野の
事業の実施など、様々な活動をしています。このような社協
の地域福祉活動を支えていただくのが会員制度で、多くの
みなさまに事業活動費の資金として会員会費を拠出して
いただきたいと存じます。なかでも、広報活動事業は重要
な活動の一つであり、社協活動への理解と協力を求めていく
ために年６回広報誌を発行して、福祉の現況や活動状況を
広く皆さまにご覧いただき、福祉活動への参画をお願いする
ため、会員会費を活用させていただいております。
会費加入のお願いは、趣旨に賛同された方に加入をお願い
するもので、決して強制ではありませんが、社協の活動に
ご理解いただき、一人でも多くの皆さま方のご協力をお願い
します。
みなさまのご協力をいただき、

390，
300 円の
29年度は、1，
会費が集まりました。
ご協力、ありがとうございました。

会費を財源として行った事業
■社協情報「ほほえみネット」×6 回発行
■あげます・ください事業
毎月一日「あげます・ください情報」の発行
布団、こども用品、自転車、シルバーカー等の物品の引き取り・配達をしました。

訪問介護事業所

ふれあいの里
業

務

パート職員募集！！

訪問介護業務全般

就業場所

訪問介護事業所ふれあいの里（香南市吉川町吉原 95）

職

介護職（訪問ヘルパー）

種

勤務時間

8 時～ 18 時の間で 1 日 5 時間程度の勤務（相談に応じます）

賃

時間額 940 円～ 1，
420 円

金

必要な免許・資格

ホームヘルパー 2 級（介護職員初任者研修）以上、
自動車運転免許（AT 限定可）

※雇用期間終了後、原則１年毎の契約更新
詳細は、直接お問い合わせください。
問合せ先：濱﨑（☎57－7300）
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共同募金配分金事業

福祉ボランティアキャンプを行いました
香南市内の小学 4 年生から 6 年生を対象にしたキャンプには 5 校 34 名の参加があり、
7 月 30 日・31 日と大川村・白川の滝において行いました。
今年は「香南市こどもボランティア」を創設し、高齢者施設でボランティア活動を実際
に行うという内容です。
学年ごとに話し合い、出し物を考え、何度も練習を繰り返し、本番に備えました。キャ
ンプの総まとめとして、通所介護事業所みかんの里（香我美町）を訪ね、利用者約 20 人と
触れ合いました。リコーダー演奏や輪唱、手遊びなどで盛り上がりました。今後は、地域
の施設等で活躍してくれることでしょう。県下の高校生を対象に行われている「ナツボラ」
（夏のボランティア体験キャンペーン）に先駆けての活動となりました。

海遊交流会

～ カヤック・ヨット体験 ～

海遊交流会～カヤック・ヨット体験～が８月４日（土）に香南市マリンスポーツ施設シー
スポで行いました。今年度は交流を充実させるために、グループごとにバーベキューをし
ました。猛暑の中でしたが、海でヨット・カヤックを操った後、お楽しみのバーベキュー
大会。初めて会った方とも、肉を焼きながら話が弾みました。去年好評だった流しソーメ
ンは今回は 2 レーンで行いました。交流の仕上げとしてにぎやかに盛りあがりました。12
家庭、3 団体、スタッフを合わせて総勢 96 名の楽しい交流になりました。
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ひとり親家庭交流事業
7月22日（日）、バス 2 台に分乗し、家庭交流を
行いました。今年の行き先は、愛媛県です。まずは、
今治市にあるタオル美術館へ。タオル地を作って
いく機械よりも子ども達はあざやかに飾られたタ
オル絵画に目を奪われたようでした。おとぎの国
の見学時間があっという間に過ぎ、お土産を
もらって次の目的地、伯方の塩大三島工場へ。
しまなみ海道からの車窓の景色は圧巻で、建
設作業中の大きなクレーンを見つけ、男の子
は大はしゃぎ。塩が自然乾燥されている様子
は雪山のようでした。小学生の自由研究にぴっ
たりの内容でした。塩の泡石鹸でお肌を潤し
た大人にとっても楽しい交流となりました。

盛況です！子ども食堂 !!
野市町にある「東町東中筋まちづくり交流館
山崎屋」で毎月第 1 日曜 11 時より開催している子ども
食堂「コトコト」
。おかげさまで 1 年を過ぎました。何度も
利用している子どもたちはすっかり慣れ、食事後はボランティア
として皿洗い等をしてくれます。早くから準備に来てくれることもあり
ます。元気な子どもたちを中心に、家族間の交流も始まり、すっかり顔なじみ
となっています。多くのボランティアさんに支えられ、これからもコトコトと取り組
んでいきます。まだ来たことのない子どもたち、友だちを誘って来てみてね！

10 月からは
夜須でも
始まるよ！
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ケアハウス菜の花×のいち座談会 feat. 城山高校
今年の 4 月にエコパこうなん in アクトランドを
開催した「のいち座談会」が今度は、野市町に
あるケアハウス菜の花で、月 1 回実施している
喫茶と、コラボをすることになりました。
で、今回の主役は、「城山高校」のメンバー！
「打ち合わせ」と、「傾聴とは」という内容で、
交流しました。
今回は、就職活動中（履歴書作成）という事で、
2 名の生徒さんが欠席しましたが、本番は 5 名
の城山高校の生徒さんが、ケアハウス菜の花の
皆さんと交流するようになっています。

夜 須

花 い

っぱ

現在香南市では、地域の課題や、情報を
共有する場「協議体」が各地域で立ち上がっ
ています。
今回も、山崎屋で月 1 回開催されてい
る喫茶に、「入所者の中で、他にも参加し
たいけど来れてない人がいるのでは？→
「じゃあ、こちらから出張喫茶をしたらい
いのではないか？」→「そういえば、施設も
地域との交流の機会をもちたいと話してい
た」→「施設に話してみよう。
」→今回は自分
達でやるのではなく担い手になるような人
にお願いできないだろうか？」という事で、
今回ケアハウス菜の花 × のいち座談会
feat 城山高校を月に 1 回
開催いたします。

い 運 動

今年度、再結成した夜須地区高齢者クラブ連
合会では「花いっぱい運動」を夜須公民館・保
育所・幼稚園・夜須福祉センターにて行いました。

保育所、幼稚園では子どもたちの元気のよい
挨拶のあと、説明をよく聞いて、しっかりと植
えることができました。その後の水やりも上手
にできていました。

次回は秋に予定しています。暑い日が続いて
いますが、それまで花のお世話をよろしくお願
いします。
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