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『社協だより』は地域の皆様に納めていただいています社協会費で発行しています。

７月２日㈫・３日㈬の２日間、亀岡小学校４年生を対象として福祉体験学習を行いました。
当事者講話や点字体験学習を通して、お互いの生命・生き方を尊重し、相手の幸せを願う温
かい気持ちや社会のために実践できる福祉の考え方・行動のとり方を知っていただくことが
出来たと思います。
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７月４日㈭、太陽石油㈱四国事業所様より、今治市社
会福祉協議会菊間支部へ車いす（２台）を寄贈していただ
きました。これは、同事業所において平成13年より行わ
れている「アルミ資源回収ボランティア活動」で社員並
びに協力会社の皆様によって集められた、1,175㎏のア
ルミ缶やプルタブをリサイクルして車いすに変えたのち、
町内の皆様のために使ってくださいと寄贈していただい
たものです。これからも町内の社会福祉に寄与できる活
動を継続していきたいと、抱負を話されていました。

太陽石油㈱四国事業所様より
車いすを寄贈いただきました。

社会福祉法人 今治市社会福祉協議会菊間支部
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平成29年５月25日木   場所：今治市波方町波方

区分 年会費額（一口）

普通会員 ３００円 

特別会員 １，０００円 より

賛助会員 ３，０００円 より

法人会員 １０，０００円 より

８月は社協会員制度の推進月間です!
社会福祉協議会が行う地域福祉事業は、皆様からの会費によって支えられています。
皆様からの会費や寄付金を自主財源として事業を実施していくことにより還元しています。
町内にお住まいの方々の福祉の充実、社会福祉活動の発展のため、会員制度を実施し、会費の納入をお願
いしております。社会福祉協議会の活動・事業に賛同してくださる多くの方々に会員となっていただき、誰
もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを目指しています。
皆様の温かいご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

★平成30年度　社協会費実績 （５４０，９００円）

※普通会員の会費は、８月１日より各自治会単位で、各地
区自治会長さんにご協力いただき、皆様のご家庭へ会費
の拠出のお願いにお伺いしますので、ご協力をよろしく
お願いいたします。

※特別会員、賛助会員、法人会員の受付は、社会福祉協議
会菊間支部の窓口で行っています。

会員の種類及び会費額

温かいご協力を
お願いいたします

【会費・事業に関するお問い合わせ先】

今治市社会福祉協議会 菊間支部
今治市菊間町池原34番地　TEL  54-5700    FAX  36-3085
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人
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会員募集・会費協力のお願い
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法人運営事業
広報啓発事業（社協だよりの発行など）

社協の活動やボランティア活動、地域福祉に関する情報等を
皆様にお届けするため、広報誌を発行します。

社協会費のつかわれ方

介護機器貸出事業
◇車いすの貸出
　（介護認定を受けていない方が対象です）
■介護認定を受けていない方
　・・・１週間程度お貸しいたします。
■介護認定を受けるまでの間
　・・・１ヶ月程度お貸しいたします。

地域の支え合い推進事業
（支え合いのまちづくり座談会）

地域の一人ひとりがかかえている様々な課題
に、地域ぐるみで考え、地域福祉に対する意
識を高めながら、同じ地域に住んでいる人た
ちや、各種団体などの参加・協働による多様
な福祉活動を進めるきっかけとなる、座談会
の開催をお手伝いします。

ふれあい・いきいきサロン事業
ひとり暮らしや、家の中で過ごしがちな高齢
者（障がい者等）と地域住民（ボランティア等）
が、自宅から歩いていける集会所等の会場に
気軽に集い、参加者同士で自主的に活動を企
画し、楽しく活動する中で、生きがいづくり
や仲間づくりの輪を広げ、自身や地域の介護
予防にもつながるサロン活動を応援します。

地域交流サロン事業
（子育て・障がい者・複合型サロン）
高齢者・障がい者・子育て中の親子等が気軽に
集まり、ふれあいを通じて仲間づくりの輪を
広げ、地域の情報交換の拠点として参加者の
不安や悩みを和らげ、住み慣れた地域の中で
安心して暮らせる地域福祉の増進をめざすこ
とを目的とした地域交流サロンを応援します。

ボランティア活動振興事業
ボランティア関係の相談・登録、需給調整、
ボランティア保険窓口事務を行います。

福祉教育推進事業
小中学校の児童生徒・地域のサロン・障がい
当事者・ボランティアグループなどが連携を
深め、身近な地域の中で、子どもたちと地域
住民が語り合い、交流できる福祉交流学習の
場づくりを推進します。

ボランティア活動推進事業

ふれあい食事サービス事業
給食ボランティアグループ等の協力により、
あったかい手作りのお弁当を各地区のふれあ
い・いきいきサロンへお届けし、みんなで集
うきっかけとな
る、ふれあい食
事会の開催を支
援します。

ネットワーカー養成事業
（ボランティア講座等）

地域行事や要援護者等の見守りなど、ちょっ
とした地域の困りごとを地域の力で支えるボ
ランティアを育成する場づくりを推進します。

地域福祉活動推進事業
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菊間町のサロンをご紹介します!

田之尻

▲
高仙山

▲
無宗天山

亀岡駅

亀岡小学校

日本地下石油備蓄
菊間事業所

菊間駅

菊間中学校

菊間小学校

菊間町支所

▲

▲奈良原山

歌仙ダム

菊間川

種川 佐方川

亀岡漁港菊間港
田之尻漁港 Ｒ196号線

長坂川

松山市

Ｎ

500m 0 500
1：25,000

1000 1500

長坂

高田

松尾

川上

池原

中川

西山

長者森

佐方

浜

種

河之内

霧合の滝

１

５

３６

７

14
15 16

Ａ

Ａ

18
17

９20
10
1119

12

13
８

Ｂ

Ｃ

２

４

NO. サロン名 代 表 者 開 催 日 開 催 場 所
1 いきいきサロン菊間 横田　マリコ 不定期（食事会のみ） 河之内集会所
2 なでしこサロン 菅　喜代子 毎月10日 池原集会所
3 高田いきいきサロン 岡本　俊吾 不定期 高田集会所
4 いきいきサロン中川 松浦　昭二 第２土曜日 中川集会所
5 いきいきサロン川上 原　公正 不定期（食事会のみ） 川上集会所
6 いきいきサロン西山 重見　恵子 毎月10日 西山集会所
7 いきいきサロン加茂の里 兵頭　八重子 不定期 東雲集会所
8 ひな菊サロン 貝崎　美代子 不定期（食事会のみ） 菊間町隣保館
9 ふれあい食事会日之出 松田　俊一 不定期（食事会のみ） 日之出集会所
10 サロンすずらん会 松本　美鈴 第１月曜日 浜部落集会所
11 生き生きサロンさくら 梶原　英子 第２木曜日 菊間公民館
12 三本松ばらの会 森田　栄子 第３水曜日 三本松集会所
13 いきいきサロン西海岸 松本　香由 第３金曜日 松本香由（自宅）
14 タカタふれあいサロン 西原　茂春 不定期（食事会のみ） 葉山防災センター
15 ことぶきサロン 光永　明美 第２土曜日 岩谷集会所
16 わかばサロン 上田　徳枝 不定期 老人憩いの家
17 いきいきサロン高城 越智　節美 不定期（食事会のみ） 高城集会所
18 里ノ側ふれあいサロン 越智　惠美子 不定期 里ノ側集会所
19 サロンなでしこ 田中　文子 第１or第２月曜日 ふれあいステーション菊間
20 ひまわり会 福岡　ナルミ 第２金曜日 菊間町隣保館

Ａ
なかよしひろば
（子育てサロン）

河原田　祥子 第２木曜日 菊間・亀岡児童館

Ｂ 夢かわら（障がい者サロン） 上田　徳枝 年５回（第３水曜日） 旧歌仙保育所

Ｃ
ふれあいステーション菊間
（複合型サロン）

岩永　裕子 毎週水曜日 ふれあいステーション菊間

現在、菊間町の各地区には高齢者サロン20ヶ所（歌仙：５  菊間：10  亀岡：５）、子育てサロン１ヶ所・
障がい者サロン１ヶ所・複合型サロン１ヶ所が立ち上がり、どのサロンも楽しく活動されています。ぜひお
近くのサロン代表者にご相談のうえ、お気軽にご参加ください！


