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福知山市社会福祉協議会 検索

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

　赤い羽根共同募金運動『じぶんの町を良くするしくみ。』が10月1日（土）にスタートしました。 
　菟原下一自治会では共同募金の配分金を活用され、お盆とお正月前に年2回“買いものバス”を
運行しておられます。車の運転が困難な高齢の方のためにバスを運行し、大型店で買いものを
楽しんでもらったり、最寄りの名所に立ち寄ったりして、地域で外出の支援をされています。 
　福知山市共同募金会（事務局：福知山市社会福祉協議会）は、このような住民や民間団体が
行う福祉活動を支援するため、募金運動を実施しています。 

菟原下一自治会“買いものバス”に 
活用されています 



　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。皆さんからいただいた募金は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。 
　地域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・学校》 
協力店　アビックス、イオン福知山店、えばら屋、大江山鬼そば屋、行政書士 盛岡東吾事務所、川見風月堂、
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・岡ノ町支店、業務スーパー福知山駅南店・堀店・前田店・三和店、里の駅みたけ、ＪＡ全農京都
三和給油所、スーパーマーケットニシヤマ荒河店、土手酒店、中兵庫信用金庫福知山支店、HASI HAUS橋本
工業（株）、VANGUARD、ファミリーマート福知山蛇ヶ端店・牧店、福知山温泉、福知山郵便局、PLANT-3、
hair atelier EGON、北陵うまいもん市「雲原店」、ホテルロイヤルヒル福知山、本庄写真館、まぃまぃ堂、丸源精肉店、
三和荘、夜久野高原市、夜久野高原温泉、柳町、有限会社 山城屋茶舗、ヨシヤカメラ、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・ 
大江支所・三和支所・夜久野支所、福知山市立図書館中央館、みわの里  
協力校　京都共栄学園、成美大学短期大学部、福知山公立大学 

★その他、社協本所・大江支所・三和支所・夜久野支所にも設置しています。 

《街頭募金》 

　自治会長さん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》 

　企業を訪問して寄付をお願いしています。 
《法人募金》 

　職場での募金をお願いしています。 
《職域募金》 

　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》 

　福知山マラソン等のイベントにおいて、 
来場された方々に募金をお願いしています。 

《イベント募金》 

《寄付つきQUOカード》 

　募金活動がスタートした
10月1日に市内8箇所にて募金
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。 

　１枚1,000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
寄付つきQUOカードを販売しています。 

平成28年9月30日現在 （50音順） 

★コンビニ・書店等でご利用いただける全国共通の商品券です。 

ご理解、ご協力 
ありがとうございます。 
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●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ち上げ・運営 
　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きます。 

シリーズ第1回 

訪問入浴 

住み慣れた自宅で安心して生活できるように、介護職員が伺い、身体介護・生活援助をさせていただきます。 
【介護のご相談は、TEL.23－1333  FAX.23－8555 まで】 

訪問介護 
　看護師1名・介護職員2名でご自宅に伺い、
室内に浴槽をセットして入浴介助をさせて
いただきます。入浴に必要なものはご用意
します。「ありがとう。さっぱりしたわ！
お風呂はやっぱり気持ちいい」と嬉しい声を
聞かせていただいています。笑顔で丁寧に
介助させていただきますので、ぜひご利用
ください。 

　ホームヘルパーがご自宅に伺い、入浴・
排泄の介助等の身体介護と、掃除・調理等の
生活援助を行います。「ヘルパーさんの
おかげで、家で暮らせるんや。ありがとう。
また、来てよ！」とのお言葉をいただいて
います。これからもよろしくお願いします。 

　福知山市災害ボランティアセンターでは、地域の皆さまに防災意識を高めていただく講演会や地域
協働訓練、市民サポーター養成講座やフォローアップ講座を実施しています。9月4日の福知山市地域
防災訓練には運営委員さんや施設の職員さん、
市民サポーターさんにもご協力をいただき、
災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練を
行いました。 
 
　10月15日の講演会では、【地域の「受援力」の
ススメ】をテーマとして、みえ防災市民会議 
議長 山本康史氏に講演していただきました。 
　ボランティアを地域で受け入れる環境や知恵
である「受援力」についてのお話で、地域力を
高めることにつながりました。 立ち上げ・運営訓練のようす 

防災訓練 

防災講演会 

災害ボランティアセンター市民サポーター 募集中 

【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 

ＴＥＬ． 25－3211 
ＦＡＸ． 24－5282
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お知らせ お知らせ お知らせ 

【日　時】12月4日（日） 
　　　　　10：00～15：00 
【場　所】福知山市総合福祉会館 
【対　象】どなたでも 
【内　容】ボランティアの方たちの 
　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。 
　また、“ありがとう”3行ポエムの 
　表彰式も行います。 

ボランティアまつり 

【日　時】11月14日（月） 
　　　　　13：30より 
【場　所】福知山市総合福祉会館 
【対　象】地区福祉推進協 
【内　容】各推進協の状況や意見 
　　　　　交換会を行います。 

地区福祉推進協 
ブロック別連絡会議 

交流遊具を贈呈しました！ 

成年後見センター講演会（10月2日） 

視覚障害者のつどい 

サロン研修会（8月19日） 

社会福祉体験学習 
（7月28日～8月10日） 

京都府社会福祉大会 （9月2日） 

（9月13日・16日） 

（7月19日） 

三和グループデイホーム敬老会 

遊具・物品 自　　治　　会 

ワンタッチテント 興・栗尾・昭和新町・十三丘・ 西佳屋野・筈巻・法用・夕陽が丘 
ブランコ 今安・大江町上野 
鉄棒 戸田 

グラウンドゴルフ 奥榎原 
パイプテント 高杉・三俣 
児童図書 向野 

中高生たちが施設で福祉体験 
メロン狩りと海鮮せんべい但馬で買いもの 多年にわたり福祉推進に尽力された方たちが 

表彰状・感謝状を受賞 

ボランティアさんたちが利用者さんに 
向けた出しものを披露 

サロン活動発表、健康教室・ふくちライフ体操 成年後見制度についての説明・寸劇 

　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18日（木）に
贈呈式を行い、申請のあった 
15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。 

取り組み 取り組み 取り組み 

食べもの販売も
あるよ

【日　時】12月10日（土） 
　　　　　10：30～15：00 
【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 
　つくり、楽しいレクリエーションを 
　して過ごしていただきます。 

大江・はつらつ会 
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お知らせ お知らせ 

取り組み 取り組み 

 寄付金 
フレンドシップフォースニューカレドニア支部訪日団 
大槻恵美（丹波市市島町） 
足立　夫（夜久野町直見） 
大槻守衞（広峯町） 
【匿名 3名】 
 
 古切手 
桑原秀行（夜久野町板生）　 
株式会社栄光サービスセンター 
福知山市ゲートボール協会 芦田津多恵 
渋谷淳（談） 
西田文夫（北栄町） 
村瀬初枝（向野） 
イロトリドリ筆ペン講座 

福知山商工会議所 
国際ソロプチミスト福知山 
塩見敏子（北小谷ケ丘） 
桐村重美（上新） 
アクサ生命保険（株） 
大槻守衞（広峯町） 
南天田老人クラブ 
いきいきサロン草山和会 大槻昇 
平山則夫（前田新町） 
大塚勇喜（正明寺） 
福知山都市ガス株式会社 
福知山ジョギングクラブ 
福知山ＢＧＭ福祉サービス 
福知山市老人クラブ連合会（ゆらがわクラブ福知山） 
京都薬品工業（株）長田野工場 

　井弥生（大江町南山） 
【匿名 1名】 
 
 テレホンカード・図書カード ・はがき 他 
桑原秀行（夜久野町板生） 
杉山克子（土） 
塩見敏子(北小谷ケ丘) 
いきいきサロン草山和会 大槻昇 
 
 物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他） 
西田文夫（北栄町） 
イロトリドリ筆ペン講座 
大槻守衞（広峯町） 
いきいきサロン草山和会 大槻昇 
長町 長寿会 

平成28年 
7月1日～9月30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。 

子育てをサポートしていただける 
援助会員 

依頼会員も募集しています！ 

外出支援運転ボランティア 

☆センターでは、 
　会員さんのご紹介やコーディネートを行います。 

【お問い合わせ先】 
　福知山市ファミリー・サポート・センター 
　TEL・FAX.23-7573

いろいろなサポートの仕方があります。 
お気軽にお尋ねください。 

子どもが大好き！
子育て中の方を応援したい!!

困ったな…。
子どもをみてほしい…。

　三和地域にお住まいの高齢の方や障害のある方を、
市内外の医療機関・福祉施設・公共機関へ送迎
する運転ボランティアを募集します。 

要普通自動車運転免許 
＊普通自動車第二種運転免許所持の方も歓迎します。 
　登録後、福祉有償運送運転者養成講習会を 
受講していただきます。 

☆活動日などは相談に応じます。 
【お問い合わせ先】 
　三和支所外出支援サービス事業所 
　TEL.58－3736　FAX.58－3732

　“ちょっとした困りごと”がある方を、地域の
住民同士で支え合う相互援助活動を今年度より開始
しました。そこで、ささえあいパートナー事業に
協力していただける方を募集します。 

ささえあいパートナー 生活困窮者支援（フードバンク事業） 
保存食品 

　緊急で生活支援が必要な方に、一時的に食糧支援を
する際の保存食品等を募集します。食品をお渡しした
方から、「大事に食べています。ありがとうございます」
とのお言葉をいただいています。ご家庭で眠っている
保存食品等がありましたら、ぜひご協力を！ 
●対象：麺類、防災食、缶詰や瓶詰・乾物・ 
　　　　インスタント・レトルト食品・飲料等 
●条件：賞味期限が１ヶ月以上のもの 
　　　   未開封であるもの 
　　　　常温で保存が可能なもの 
　　　　生鮮食品ではないもの 

協力者 

今後も協力者の養成講座を予定していますので、 
受講をお待ちしています。 
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本誌は、共同募金の配分金で制作しています。 

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） 

本所 

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 

福知山駅

熊本地震義援金寄付者 （敬称略・順不同） 
井土昇 
小谷勉 
平佐仏具店 
社会福祉法人 みつみ福祉会 
理事長 婦木治 
NPO法人昭和ボランティアクラブ 

街頭募金（福知山駅・イオン） 
福知山れんげ会 
介護ボランティア  いずみ会 
社協一職員 
【匿名  １名】 
街頭募金・募金箱等 

　引き続き福知山市共同募金会では平成29年3月31日
まで熊本地震による熊本県への義援金受付を継続して
いますので、ご協力お願いします。 

義援金　 合計 431,697円 

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5回 

みてぐら交流クラブ 
三俣地区サロン 8月 

（木） 
25日 8月 

（日） 
28日 

　市寺公会堂にて住民による避難訓練、消防団に
よる救急救命講習、社協職員による災害図上訓練（DIG）
が行われました。 
　DIGでは、地域の中の危険な場所や避難経路に
ついて、少しでも災害時に対応するために何が必要
なのかを皆さん熱心に話し合われ、「危険な場所が
よくわかった」「お年寄りの避難には隣近所の協力が
欠かせない」などの感想が出て、平常時からの訓練の
大切さを実感されました。 

自主防災訓練 
市寺自主防災会 

　福知山市社協では、災害・緊急時等に視覚・聴覚
障害のある方が使用するためのビブスを製作し、
無料配布しています。 
　街でビブスを着用されている方をお見かけに 
なられたときは配慮・支援のご協力をお願いします。 

　みてぐら交流クラブは、今年度結成され、男性
参加者が多いサロンです。 
　「サロンを盛り上げていこう！」と今回は17名の
方が集まり、料理教室をされました。レシピに添って
成美大学短期大学部 准教授 野間先生と、助手の
藤田先生に教えていただき、地元野菜をたっぷり
つかったカレーや、防災ようかん等をつくられ
ました。これからも皆さん一致団結しながら、
サロン活動を取り組まれます。 

～高齢の方や障害のある方へ～ 

たとえばこんなことで 
困ったことはありませんか？ 

　認知症・もの忘れのある方、知的障害や精神障害の
ある方で、福祉サービスを利用するための手続きがよく
わからなかったり、日常的な金銭管理をしたりするのが
ひとりでは不安な方、ご相談ください。センターでは、
安心して生活できるようお手伝いをします。 

福祉サービス利用援助事業 

【お問い合わせ先】権利擁護センターTEL.25-3211

熊本地震《熊本県・大分県（被災者）》 
台風10号大雨等災害《北海道・岩手県》 

義援金 ありがとうございました 
平成28年9月30日現在 

新 

災害図上訓練（DIG）のようす 料理教室のようす 
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