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福知山市社会福祉協議会 検索

　地域の方たちが協力して、とってもおいしい料理をつくり、あたたかい
居場所を用意して…大人も子どもも笑顔溢れる和楽家 
　地域福祉活動には、皆さまからいただいた共同募金が活用されています。 
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

雲原地区福祉推進協議会 『水車ひろばサロン』 

わ　が　や 



社会福祉法人 　福知山市社会福祉協議会 

会　長 松　  田　　　規 

　新年あけましておめでとうございます。 

　皆様におかれましては、すがすがしい気持ちで、輝かしい新年をお迎えの 

こととお慶び申し上げます。 

　平素は、福知山市社会福祉協議会に対しまして深いご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。 

　さて、超高齢社会を迎え、核家族化が進み、地域での人と人のつながりが希薄化する中、福祉ニーズは

多種多様化しています。 

　このような中、国は介護保険法の改正や生活困窮者自立など、制度の狭間にある生活のしづらさを

抱える方への支援に視点をあてた施策を打ち出しました。 

　これを支える基盤は、私たちの暮らしの中にあるさまざまな生活課題に、人と人とのつながりや

支え合いによって取り組み、地域で安心して暮らしていけるまちづくりにあると考えています。 

　社会福祉協議会では、新たな支え合いづくりに向けて市民後見人養成などさまざまな事業に取り組んで

きましたが、昨年は念願の市民後見人第１号が誕生しました。京都市を除いて府下で初めての登録です。 

　これと平行して、昨年はあんしん・みらい事業の創設や成年後見制度専門職相談会の開催、法人

後見の受任など、住み慣れた地域で安心して住み続けることができるように権利擁護の拡大に努めて

きました。 

　また、第１回福知山ボランティアまつりを通して、多くの市民とともに『幸せを生きるまち』に

向けた活動の広がりにも取り組みました。 

　福祉ニーズの多様化に伴い、社会福祉協議会へのニーズはさらに高まっていくものと考えますが、

地区福祉推進協議会、民生児童委員、自治会、社会福祉事業者、当事者など広範な市民の皆様と

心をつなぎ、互いに支え合う地域づくりに向け邁進してまいる所存ですので、本年も、なお一層の

ご支援ご協力をお願い申し上げます。 

　平成２８年が皆様にとりまして、幸多き一年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶と

させていただきます。 

社会福祉体験学習ふりかえり研修会『 』 
10月24日（土）  福知山市総合福祉会館 

　中学校8校、高校4校から計78名の生徒さんが市内22の福祉施設で社会福祉
体験学習に参加されました。 
　この事業は、市内在学の中高生が社会福祉施設で高齢者や障害のある方と
ふれあい、福祉の仕事を通して、思いやり・やさしさを培い、社会福祉についての
理解を深めると同時に新しい出会いの中から新たな
発見や『共に生きていく』視点について考える機会を

提供することを目的としています。 
　ふりかえり研修会では、生徒さんから「体験をして、お年寄りの方とどのように接す
ればよいか、気をつけることは何か等さまざま学んだ」「私の夢でもある職業を体験
できてとてもうれしかった。この体験を今後活かしたい」「笑顔を日頃から心がけて
いきたい」等感じたことや学んだことを発表していただきました。 
　その後、生徒さんが各施設のブースをまわり、仕事をする上での工夫やコミュニケー
ション方法を教わったり、体験を通して嬉しかった出来事を話したり等、交流され
ました。 
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10月1日～12月31日 赤い羽根共同募金 
ご協力ありがとうございました。 
～共同募金の使いみち～ ～共同募金の使いみち～ ～共同募金の使いみち～ 

1,070,000円 次世代育成枠 
～子どもたちの健全育成を目的として～ 

【内容】・交流遊具等交付事業 
　　　　・福知山市保育園園児のつどい など 

5,444,000円 高齢者等見守り枠 
～高齢者への支援・見守りを目的として～ 

【内容】・ひとり暮らし高齢者のつどい事業 
　　　　・ふれあいいきいきサロン活動費助成 など 

573,200円 地域活性化枠 
～小地域が主体となり地域住民の交流・　 
　　　　　　　　絆づくりを目的として～ 
【内容】・中六人部福祉ふれあいひろば 
　　　　・菟原下一自治会買い物バス運行 など 

450,000円 防災・減災枠 
～突然起こる災害に応じた備えや活動に　 
　　　　　　　　　　　　　　対して～ 
【内容】・災害ボランティア活動支援事業 

1,362,000円 当事者事業枠 
～当事者支援を目的に活動している　 
　　　　　　　団体・事業に向けて～ 

【内容】・身体障害者団体連合会・母子寡婦福祉会・ 
　　　　　父子福祉会の活動費助成 など 

395,000円 歳末行事枠 
～福祉団体が年末年始に行う行事に　 
　　　　　　　　　　　　　対して～ 

【内容】・青空クリスマスコンサート 
　　　　・各福祉団体のクリスマス会・新年会 など 

平成28年度 助成金決定額 合計　9,294,200円 

福知山マラソンでのイベント募金のようす 福知山マラソンでのイベント募金のようす 

 寄付金 
東山恒　（三和町寺尾） 
京都北都信用金庫福知山市内9店舗 

代表 安達敏泰 
西山卓巳（三和町大身） 
大槻守衞（広峯町） 
社会福祉法人 みつみ福祉会 

理事長 婦木治 
細見満（三和町友渕） 
福知山れんげ会 
福知山市ゲートボール協会 
衣川誠（夜久野町直見） 
　山良男（三和町大身） 
上川口地区福祉推進協議会 
岡村仁志（三和町芦渕） 
京都北都信用金庫三和支店 
西岡隆（三和町芦渕） 
京都府立福知山高等学校図書委員会 
福知山市グラウンド・ゴルフ協会 
糸原誠（東中ノ） 
桐村正昭（報恩寺） 
山路　子（土師宮町） 
横田建築 横田政夫 
福知山ギター合奏団 代表 足立由香理 
真如苑福知山 

安達賢治（夜久野町千原） 
匿名（市内） 
春木一枝（三和町千束） 
 古切手 
大槻守衞（広峯町） 
坂本昌代（土師新町） 
（株）タカミ 
（株）神戸製鋼所福知山工場 
大池坂若葉会 
行政書士盛岡東吾事務所 
株式会社高見組 
井上千枝子（宮） 
ちくもう 
NTT労働組合退職者の会 

北部代表 新宮敏行 
立正佼成会福知山教会 
桐村重美（上新） 
社会保険労務士・行政書士 菊田事務所 
岡ノ二町自治会 会長 森孝道 
南天田老人クラブ 
ひまわりクラブ 
奥平暁星（前田） 
福知山れんげ会 小野弥栄子 
(株)ユニワーク 
井上篤美（鍛冶町） 

福知山ジョギングクラブ 
福知山支部猟友会 赤井和美 
京都府住宅供給公社 

中丹・丹後府営住宅管理センター 
(社)長田野工業センター 
さつき保育園 
福知山絵手紙サークル 代表 藤田朝子 
木原澄子（大江町河守） 
（株）石坪 
 テレホンカード・図書カード・はがき 他 
大池坂若葉会 
NTT労働組合退職者の会 

北部代表 新宮敏行 
立正佼成会福知山教会 
昭和学区人権を考える会 

会長 塩見義光 
(株)ユニワーク 
福知山ジョギングクラブ 
 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） 
長町長寿会 
大槻守衞（広峯町） 
福知山れんげ会 小野弥栄子 
福知山支部猟友会 赤井和美 

10月1日～12月31日 
（敬称略・受付順） 

【ご氏名・ご住所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。 



予 定 予 定 予 定 

できごと できごと できごと 

永田先生 

【日　時】平成28年2月27日（土） 12：00～16：15 
【場　所】舞鶴市中総合会館 
【対　象】京都府民 
【内　容】「ご近助」×「出番」×「絆」＝ご当地実践  ∞   
　　　　　　～来て！見て！話して！いいとこどり～ 
　をテーマに、同志社大学 永田 祐 氏の基調講演があり、 
　その後、京都府内の多彩な活動団体のポスター展示 
　発表の場を設け、活動交流をします。 

【お申し込み・お問い合わせ先】 
　福知山市社会福祉協議会（本所） 
　地域福祉課 
　担当：武田・辻本 
　ＴＥＬ 25－3211・ＦＡＸ 24－5282

第4回  きょうと地域福祉活動実践交流会 

【日　時】平成28年3月8日（火）10：30～12：00 
【場　所】福知山市総合福祉会館32号室 
【対　象】ファミサポ依頼会員・両方会員 
　☆会員登録をしたい方はお問い合わせください。 
　　サポートをしてくださる協力会員も募集しています！ 
【内　容】 
（研修会）子育てに活かそう！おいしくて可愛い『デコ巻き』 
　　つくり…飾り巻きずしを大嶋 明香 先生に教えて 
　　いただきます。 

（交流会）作った『デコ巻き』をいただきながら、子育ての 
　　こと、食のこと等、楽しく交流し情報交換をしましょう。 
【お申し込み・お問い合わせ先】 
　福知山市ファミリー・サポート・センター 
　担当：井上（福知山市社会福祉協議会 本所）　 
　ＴＥＬ・ＦＡＸ 23－7573

子育てファミリー・サポート・センター 依頼会員＊両方会員 研修＆交流会 

【日　時】平成28年3月3日（木）8：00～17：00 
【場　所】東部保健福祉センター1階 
【対　象】三和地区にお住まいの一人暮らし高齢者 
【内　容】雛祭りの季節に合わせて、民生児童委員 
　　　　　さんと一緒に巻きずしをつくり、安否確認を 
　　　　　目的に自宅へお届けします。 

【お問い合わせ先】 
　福知山市社会福祉協議会（三和支所） 
　担当：横田 
　ＴＥＬ 58－3713・ＦＡＸ 58－3732

三和地区ひとり暮らし高齢者一斉訪問見守り事業 （三和民児協・社協 共催） 

災害ボランティアセンター 市民サポーター養成講座 

福知山ボランティアまつり2015 肢体障害者のつどい・作品展 

三和グループデイホーム  お楽しみ会 

むげんだい 

定員 15名 

第2講座 福祉会館にて、災害ボラン 
ティアセンター立ち上げ訓練 

第3講座 戸田地区にて、現地災害 
ボランティアセンター立ち上げ訓練 

食器に絵付け体験 福祉会館にて作品展 
『A（あつまれ）T（つながれ）H（ひろがれ）』をテーマに、舞台・展示・ 
体験・食コーナーにわかれて開催 

10/25
（日） 

10/31
（土） 

12/3
（木） 

12/17（木） 
〜 

1/7（木） 

ファミリーサポートフォローアップ研修・交流会 

参加型の研修と、日ごろの活動や子育てについて話をしながら交流 

利用者さんと一緒にクリスマスケーキや合唱で満喫 

12/15（火）・18（金） 

11/29
（日） 

12/2
（水） 
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予 定 予 定 

できごと できごと 

第56回  福知山市社会福祉大会 

《社協会長表彰 》 1. 老人福祉事業功労者 
氏　　　名 住　　　　　所 
藤　　　　　清 
荻　野　明　子 

佛性寺 
南本町 

氏　　　名 住　　　　　所 
　　岡　昭　策 
足　立　貞　夫 

土師新町南 
上下大内 

2. 保育事業功労者（職員） 
氏　　　名 所　　　　　属 
岩　谷　裕　子 福知山保育所 

氏　　　名 所　　　　　属 
細　見　　　愛 
川　又　由　香 

福知山保育所 
ひまわり保育園 

3. 社会福祉施設功労者（職員） 
氏　　　名 所　　　　　属 
藤雄木　美惠子 
沖　田　美　穂 
大　槻　亜結美 
植　村　早　苗 
小　田　峰　代 
原　　　栄　子 
衣　川　千奈美 
蘆　田　哲　弥 
友　次　勝　彦 
森　田　政　寿 
衣　川　惠麗子 
山　本　孝　子 
高　橋　和　章 
田　村　加代子 
（匿名　4名） 

あまだ翠光園 
おさだの翠光園 
ききょうの杜 
京都サポートセンター 
あっとホームらく楽 
岩戸ホーム 
厚デイサービスセンター 
サンヒルズ紫豊館 
えるむ 
福知山学園法人サポートセンター 
ほほえみの里 
ほほえみの里 
橘 
グリーンビラ夜久野 

氏　　　名 所　　　　　属 
水　谷　幸　浩 
東　谷　孝　男 
石　坪　美　聡 
衣　笠　和　義 
渡　部　　　淑 
藤　田　　　元 
芦　田　明　子 
由　利　孝　文 
石　坪　一　秀 
森　本　美代子 
細　見　幸　惠 
中　村　智　美 
　　原　千栄子 
谷　口　久美子 

　笠　井　みはる　 

むとべ翠光園 
あまだ翠光園 
みわ翠光園 
京都サポートセンター 
京都サポートセンター 
岩戸ホーム 
岩戸ホーム 
サンヒルズ紫豊館 
にれの木園デイサービスセンター 
えるむ 
ほほえみの里 
ほほえみの里 
橘 
グリーンビラ夜久野 
グリーンビラ夜久野 
 4. 社会福祉協議会（職員） 

氏　　　名 住　　　　　所 
藤　原　和　美 水上 

氏　　　名 住　　　　　所 
土　井　美　幸 額田 

5. ボランティア功労者 

福知山市認知症予防の会（スリーＡ チャレンジ） 
つくしの会 
大江アットホーム舟越ボランティアグループ 

団　　　体　　　名 
ＳＫ3 

丹波・福知山ちょこボラ 
 

6. 自立更生者 
氏　　　名 住　　　　　所 
藤　原　眞　澄 中佐々木 

氏　　　名 住　　　　　所 
今　福　庄　治 猪野  々

7. 多額寄付者感謝状 
氏　　　名 住　　　　　所 

福知山市ゲートボール協会 
竹　岡　ちゑ乃 
藤　田　繁　雄 

両丹日日新聞社  愛の寄金 
山　路　　　子 
波多野　喜久代 
田　邉　秀　規 
芦　田　　　修 
福知山切手販売協会 

荒河 
東羽合 
前田 
篠尾新町 
土師宮町 
下紺屋 
大門 
大内 
岡ノ一 

氏　　　名 住　　　　　所 
大　槻　守　衞 
荒　木　正　三 
福知山れんげ会 

福知山市グラウンド・ゴルフ協会 
塩　見　幸　子 
正　木　義　昭 
故   松 山 榮美子 

福知山地区労働者福祉協議会 
京都医療労働組合連合会 
（匿名４名） 

広峯町 
奈良県奈良市学園中 
前田 
土師 
大江町常津 
奥野部 
天田 
昭和新町 
京都市中京区壬生仙念町 

　～『絆でつくる 共に幸せを生きるまち ふくちやま』の実現をめざして～をテーマに、厚生会館
にて開催しました。 
　2年に一度開催する社会福祉大会では、地域福祉活動を一層進めるため、『地域包括ケア』
について、一般社団法人 京都府老人福祉施設協議会 会長 荻野 修一 氏の講演があり、
社会福祉事業やボランティアの功労者94名・21団体の方々が表彰状・感謝状を受けられました。 

受賞されました皆さま おめでとうございました 受賞されました皆さま おめでとうございました 受賞されました皆さま おめでとうございました 

11月27日（金） 
市・社協 共催 

（敬称略） 

ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちややややややややややややややややややややややややややややややややままままままままままままままままままままままままままままままままのののののののののののののののののののののののののののののののの社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協ふくちやまの社協

（5）H28（2016）．1．21　広報誌「しあわせ」



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2回 

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 

いつまでも、自分らしく生きる
ためにこれまでの自分自身の
生き方や今後の人生の希望、
大切な人たちへのメッセージ
などを書き記しておくことの
できる福知山市社協オリジ
ナルのエンディングノート
『みらいノート』を作成しました。 
●販売価格　1冊 300円 
●販売場所・問い合わせ先 
　　権利擁護センター 

みらいノート  販売中 

みんなの心をつないだ10.5m『はつらつ会』 
福知山市社会福祉協議会  大江支所 

12月 
（土） 
12日 12月 

（日） 
13日 

　舟越会館にて、大江地域にお住まいの75歳以上で
ひとり暮らし高齢者44名をお招きして、ボランティアさん、
大江中学校の皆さん、民生児童委員さん等60名の 
ご協力により、はつらつ会を開催しました。 
　午前中は参加者全員で『ジャンボ巻きずし』をつくり、
午後の余興は中学生の楽しい歌、 
ボランティアさんの踊りや仮装等で 
とても楽しい1日となりました。 

こころもち運動 
下川口地区福祉推進協議会 

12月 
（水） 
23日 

　今年で第24回を迎えたこころもち運動。 
　毎年、推進協をはじめ地域の方々や天津小5・6年生が
協力してお餅つきをし、お手紙を添えて、地域のひとり
暮らし高齢者にお届けしておられます。 
　今年は、お餅から赤飯へ変わり、新しい試みの第一歩！
和やかな雰囲気の中で作業が進められました。 

かしの木台いきいきサロン 12月 
（木） 
17日 

　毎月（1月を除く）第4木曜日にかしの木台集会所 
にて、7名の協力者さんたちによる高齢者サロンが開催
されています。 
　クイズやゲームをしたり、お弁当を食べたりしながら、
楽しいひとときを過ごしておられます。 
　中には参加者さんが主役となるゲームもあり、笑い
が絶えないあたたかい居場所となっています。 
　地域の輪がもっと広がりますように… 

下六人部地区福祉推進協議会 

ひとり暮らし高齢者世帯への 
クリスマス配食 

　下六人部地区の食生活改善推進員の皆さんが心を
込めてお弁当をつくられ、民生児童委員やいずみ会さん
たちがつくられた可愛らしいお箸袋と下六人部小4年生
からの心温まるお手紙を添えて完成。 
　年に一度、手づくりのお弁当をご家庭に届けることで
地域の見守りと交流を深めておられます。 
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