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街頭募金のようす 街頭募金のようす 

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
ご協力お願いしますご協力お願いしますご協力お願いします

『じぶんの町を良くするしくみ。』赤い羽根共同募金運動が10月1日（木）にスタート
しました。 
福知山市共同募金会（事務局：福知山市社会福祉協議会）は、住民や民間団体が
進める福祉活動を支援するため募金運動を実施しています。 
9月関東・東北豪雨災害で被災された方々への義援金の受付も行っています。 
被災されました皆さまの1日も早い復興をお見舞い申し上げます。 



　赤い羽根共同募金運動が10月1日から全国一斉にスタートしました。 
　この活動は、皆さんのやさしい気持ちを集めて自分たちの町を
良くする運動です。 
　大きく社会が変化した現在、これまでの公的施策だけでは支え
きれない福祉課題が多くあります。こうした課題に自主的に取り
組む民間団体や市民の地域福祉を支える活動に使われています。 
　福知山で福祉の輪が広がるよう、募金にご協力をお願いします。 

《募金箱設置協力店・施設》 

それぞれ募金箱を設置させていただいています。 
ご理解、ご協力ありがとうございます。 

協力店　アビックス、イオン福知山店、京都銀行福知山支店、京都丹の国農業協同組合福知山支店、
京都農業協同組合福知山支店、京都北都信用金庫福知山中央支店、業務スーパー福知山駅南店・堀店・
前田店・三和店、土手酒店、中兵庫信用金庫福知山支店、スーパーマーケットニシヤマ荒河店、福知
山温泉、福知山郵便局、PLANT-3、ホテルロイヤルヒル福知山、三和荘、夜久野高原市、夜久野高原
温泉、ローソン三和店 

協力施設　五十鈴荘、岩戸ホーム、えるむ、グリーンビラ夜久野、三愛荘、サンヒルズ紫豊館、豊の
郷、ニコニコハウス、にれの木園、晴風、福知山観光協会、福知山市社会福祉協議会本所・三和支所・
夜久野支所・大江支所、福知山市体育協会、福知山市文化協会、福知山市民病院、福知山市役所会計
室・三和支所・夜久野支所・大江支所、福知山
市立図書館中央館、みわの里 

《街頭募金》 

　自治会長様を通じて各世帯に赤い羽根と 
募金封筒をお配りしてご協力をお願いしています。 

《戸別募金》 

　福祉教育の一環として、募金活動をお願い
しています。 

《学校募金》 

　企業を訪問して寄付をお願いしています。 
《法人募金》 

　企業の従業員の方に職場での募金をお願い
しています。 

《職域募金》 

　各種のイベントにおいて、来場された方に 
募金をお願いしています。 

《イベント募金》 

《クオカード》 

　募金活動がスタートした
10月1日に市内8ヵ所にて募金
活動を実施しました。 
　募金をしていただいた方々、
活動にご協力いただいた関係者の皆さん 
ありがとうございました。 

　コンビニエンスストア、書店等でご利用いただ
ける全国共通の商品券です。 
　１枚1000円（額面500円・寄付額500円）となっ
ており、プレゼントと
しても使用してい
ただける募金グッ
ズです。 

笑顔がふえる 誰かの願いが叶う 

町が元気になる 町を思う 

（50音順） 
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　平常時から市民の防災意識を高めるとともに、災害時において被災住民に対してきめ細かい対応を
行うために重要な役割を果たすボランティア活動が、効果的に行われるように取り組んでいます。 

平成27年度 講演会 

9月 
（土） 
19日 　市民交流プラザふくちやま3階市民交流スペースにて、『東日本に心寄せて』をテーマに、

講演会を行いました。 
　石巻市社会福祉協議会復興支援課長補佐 阿部由紀氏をお招きし、「石巻市における
生活支援とその課題について」をご講演いただいたあと、阿部氏にコーディネーターと
して入っていただき、パネルディスカッションをしました。 
　パネリストとして、岩手県大槌町サポートボランティア「ひょっ
こりひょうたん島」代表 浅尾勝次氏、岩手県陸前高田市に本を届
ける活動「ウイラブ陸前高田」代表 真下幸代氏、被災者であり、
復興支援ボランティア活動 みらいサポート石巻 萬代好伸氏、
行政被災地派遣 福知山市産業立地課 足立譲治氏にお越しいただき、
復興途上の被災地への支援方法について、学ぶことができました。 

市民サポーター制度導入 

第1回市民サポーター養成講座 

　福知山市は平成25年9月台風18号、平成26年8月「8月豪雨」の 
二年連続の大洪水にみまわれました。 
　福知山市災害ボランティアセンターは、非常時体制に移行し、 
市内外を問わず全国から駆け付けていただいた災害ボランティア 
さんの力により、生活復旧支援に取り組みました。 
　この二度の災害を経験し、長期にわたる本センターの運営要員 
の不足などの課題が明らかになってきました。 
　この課題に対し、市民を対象に養成講座を開催し、共に現地ボランティアセンター運営を行って
いただく福知山市災害ボランティアセンター市民サポーターの養成を目的に講座を開催しています。 

　市民交流プラザふくちやま3階会議室にて、『災害ボランティ
アセンターの役割と運営のあり方』について、第1回養成講座
を行いました。 
　日野ボランティアネットワーク（鳥取県日野町）山下弘彦氏に
ご講演いただき、実際の体験談を通して災害ボランティアセン
ター立ち上げにあたってのお話をしていただきました。 

9月27日（日） 

市民サポーターについて 

●福知山市内外問わず、活動していただける方であれば登録 
　していただけます。 
●登録後は、研修や訓練等の情報提供をさせていただきます。 
●平常時の講座・研修、災害ボランティアセンター立上訓練 
　への参加や、非常時には、災害ボランティアセンター運営 
　スタッフとして活動をしていただくこととしています。 

【お申し込み・お問合わせ】 

福知山市社会福祉協議会　本所 
ＴＥＬ. 25－3211  
ＦＡＸ. 24－5282
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予 定 予 定 予 定 

できごと できごと できごと 

【日　時】12月12日（土） 
　　　　　午前10時半～午後3時 
【場　所】大江町老人福祉センター 
　　　　　「舟越会館」 
【対　象】大江地域で75歳以上の 
　おひとり暮らしの方 
【内　容】中学生やボランティア 
　の皆さんと一緒にジャンボ巻き 
　寿司を作り、楽しいレクリエー 
　ションをして過ごしていただき 
　ます♪ 
【お問合せ先】 
　福知山市社会福祉協議会 
　大江支所 
　（福知山市大江町波美235） 
　ＴＥＬ．56－0224 
　ＦＡＸ．56－1654

【日　時】11月29日（日） 
　　　　　午前10時～午後3時 
【場　所】市民交流プラザ3階 
【対　象】どなたでも 
【内　容】ボランティアの方々の 
　活動報告や活動紹介を舞台・ 
　展示・体験ブースで紹介します。 
【お問合せ先】 
　福知山市社会福祉協議会 
　福知山市字内記10-18 
　（福知山市総合福祉会館内） 
　ＴＥＬ． 25－3211 
　ＦＡＸ． 24－5282

ボランティアまつり 

【日　時】12月2日（水） 
　　　　　午前10時～12時 
【場　所】福知山市総合福祉会館 
【対　象】協力会員・両方会員 
　サポートに興味のある方 
　会員外でも参加できます。 
【内　容】 
　（研修会）子どもの心を大切にする 
　　ことについて学びます。 
　（交流会）日頃の活動の様子など、 
　　楽しく交流しましょう。初めての 
　　方も大歓迎です！ 
【お問合わせ先】 
　TEL・FAX.23－7573 
　福知山市ファミリー・サポート・センター 
　担当：井上（福知山市総合福祉会館内） 
　 

子育てファミリー・サポート・センター 
協力会員＊両方会員 
フォローアップ研修会＆交流会 

はつらつ会 

聴覚障害者のつどい（9月4日） 

交流遊具の贈呈を行いました！ 

夜久野ウォークラリー（10月17日） 

視覚障害者のつどい（9月7日） 

スポーツ交流会（10月15日） 

社会福祉体験学習（7月21日～8月7日） 

（9月15日・18日） 
三和グループデイホーム敬老会 

遊具・物品 自　　治　　会 
シーソー 荒木 
鉄　　棒 桔梗が丘 

グランドゴルフ 
セット 

上篠尾一区・上篠尾二区・ 
篠尾新町・下篠尾・談 

ワンタッチテント 厚・猪崎・大岶・北小谷ケ丘・蛇ケ端 
児童用図書 駒場新町 

学生さんが施設で福祉体験 

パンづくり 

ぶどう狩り 

生八つ橋づくり 

京都水族館見学 

ボランティアさん 
たちが利用者さんに 
向けた出し物を発表 

大江地域の12の福祉団体がグラウンド 
ゴルフで交流 
大江地域の12の福祉団体がグラウンド 
ゴルフで交流 

地域の方たちと重さ当てクイズやビンゴゲーム、 
豚汁などで秋の夜久野高原を満喫 
地域の方たちと重さ当てクイズやビンゴゲーム、 
豚汁などで秋の夜久野高原を満喫 

　青少年健全育成の一環として遊
具の設置や行事備品等の贈呈をし
ています。今年度は8月24日に
贈呈式を行い、申請のあった 13
自治会へ右記のとおり遊具・物品
を贈呈させていただきました。 
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予 定 予 定 

できごと できごと 

大江地域の12の福祉団体がグラウンド 
ゴルフで交流 

地域の方たちと重さ当てクイズやビンゴゲーム、 
豚汁などで秋の夜久野高原を満喫 

 寄付金 

大槻登（三和町菟原中） 

中島頼孝（夜久野町直見） 

細見冨子（三和町中出） 

池田勝紀（三和町寺尾） 

大槻守衞（広峯町） 

衣川良朗（夜久野町直見） 

岡一枝（土師） 

 

 古切手 

桐村重美（上新） 

大槻守衞（広峯町） 

いろとりどり筆ペン教室 

松原はるみ（聖佳町） 

塩見和子（内記） 

国際ソロプチミスト福知山 

南本堀寿会 

大槻昭（内記） 

福知山不動産（株） 

老人クラブ「かしの木会」 

草山いきいきサロン和会　大槻昇（三和町草山） 

京都農業協同組合福知山支店 

福知山ジョギングクラブ 

日比野とも子（前田） 

雀部地区福祉推進協議会 

　良淳子（前田新町） 

アクサ生命保険（株） 

 

 

 

 テレホンカード・図書カード ・はがき 他 

松原はるみ（聖佳町） 

塩見和子（内記） 

大槻昭（内記） 

日比野とも子（前田） 

 

 物品（ペットボトルキャップ・タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他） 

織田均（大江町在田） 

大槻守衞（広峯町） 

いろとりどり筆ペン教室 

国際ソロプチミスト福知山 

大西ちゑ子（長田） 

草山いきいきサロン和会　大槻昇（三和町草山） 

7月1日～9月30日 
（敬称略・受付順） 

【ご住所・ご氏名のみご紹介させていただきます】 

こちらの内容は、個人情報保護の為、 

ホームページへの掲載は自粛させていただきます。 

　高齢や障害などにより判断能力が不十分な方々が、悪徳商法等の被害にあったときに不利益を 
被らないように保護し、支援する制度です。 

●市民後見人第1号誕生 
　地域福祉の観点から、市民が 
後見業務の新たな担い手として 
活動できるよう「市民後見人 
養成講座」を平成26年2月から7月にかけて実施し、
市民後見人候補者として3名の登録があります。 
　今回、その登録者の中から初めて成年後見人として
選任がありました。市民後見人は、身近で同じ市民の
立場から本人に寄り添い、きめ細かな支援を行う存在
として、今後の活躍が期待されます。 

●成年後見センター 
　講演会 

　「成年後見制度ってなぁに？」 
をテーマに講演会を行いました。 
　社協職員による寸劇と弁護士中川由宇氏
による解説があり、約170名の方に参加
していただきました。 

●専門職相談会～相談無料～ 
　「将来、認知症等で自分の財産管理ができなくなったら
どうしよう」など、心配事はありませんか？ 
　専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）に、素朴な
疑問から専門的なことまで、お気軽にご相談いただけます。 
・日時：毎月第2水曜日　午後1時～3時 
　　　　11月11日、12月9日、1月13日、2月10日、3月9日 
・会場：市民交流プラザふくちやま3階「市民交流活動室」 
　※ご相談については前日午後4時までに事前予約が 
　　必要です。 
●お申し込み・お問い合わせ先● 
　成年後見センター　TEL.25－3211　FAX.24－5282

10月4日 
（日） 
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9月 
（金） 
25日 

地域のつながり 地域のつながり 地域のつながり シリーズ 第1回 

秋を楽しむ会（サロンボランティア交流会） 

昭和ボランティア 

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 

住所／〒620-0035  福知山市字内記10番地の18 
　　　　　　　　（福知山市総合福祉会館内） 

・地域福祉課、権利擁護センター 
　　　　　　（TEL.25－3211／FAX.24－5282） 
・介護支援課（TEL.23－1333／FAX.23－8555） 

■記事に関すること、その他お問い合わせは… 

　三 和 支 所（TEL.58－3713／FAX.58－3732） 
　夜久野支所（TEL.38－1200／FAX.38－1230） 
　大 江 支 所（TEL.56－0224／FAX.56－1654） 

福知山駅

市役所 裁判所

地方合
同庁舎

福知山市総合
福祉会館

福知山城至京都 
至大阪 

本所 

オレンジのエプロンをつけた13名のボランティア
さんが交代で、来院者のご案内や移動のご支援
をされています。 

昭和小学校の中庭にある空間を利用し、生き物
の居場所づくりをしようという取り組みが開始
されました。 

　夜久野ふれあいプラザにて、秋を楽しむ会
（サロンボランティア交流会）が開催されま
した。 
　4１名のサロンボランティアさんが参加
され、3グループの活動発表を聞いた後、
薔薇のバスケット作りをされました。 
　また、「健康ですこやかに生きるために」
をテーマにした前田竹司氏のご講演を聞き、
皆さんにとても好評でパワーアップされた
ようです。 

福知山市民病院院内案内ボランティア ホタルなど川の生き物が生きられる空間づくり 

毎週 月・水・金曜日 
午前8時半～午後2時 

「しあわせ176号」5ページ善意の寄付のご住所に
誤りがありました。訂正してお詫び致します。 

『善意の寄付』 氏名　藤田　融宏 さま 
　【誤】三和町菟原 中 
　【正】三和町菟原 下 
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