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げん鬼保育園の子どもたちと大江アットホーム舟越の
サロンボランティアさんが 鬼のカレンダーづくり をし、
交流されました。
折り紙で鬼やチューリップをつくり、カレンダーに貼って
見て楽しい 思い出して嬉しい カレンダーができました。
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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、清々しい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、社会福祉協議会の活動に、格別のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございました。
さて、人口減少と少子超高齢化が進展する地域社会において、市民の生活ニーズも複雑・多様化
して来ております。また、団塊の世代が７５歳以上を迎える２０２５年には、介護を要する方や単身世帯、
低所得の高齢者が増加すると予想されています。
国では、介護・保育・障害者・生活困窮者支援を一体的に提供する「全世代・全対象型地域包括
支援体制」の構築が動き始めました。
こうした社会福祉の動向に対応して、本会では、現在策定を進めております「第３次地域福祉
活動計画」を柱として、より良い地域福祉の充実に努めてまいる所存です。
本年も、市民の皆様と共に福祉のまちづくりに取り組んでまいりますので、一層のご支援と
ご協力をお願い申し上げます。
皆様にとりまして、この一年が幸多き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。
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◆小学5年から6年の部【応募作品総数：374作品】
最優秀賞

優秀賞

福知山市立夜久野小学校 6年

足立 大河

登下校のいつもの顔
いつも言えない「ありがとう」
心では、いつも思っているけど。
福知山市立美河小学校 5年

河田 寧々

下校中にかわす「お帰り」「帰りました」
その一言が
私に歩く元気をくれる

優秀賞

優秀賞

福知山市立昭和小学校 5年

坪井 瑛音

水まきありがとう。
駐車場そうじありがとう。
ぼくたちの知らないところで働いてくれてありがとう。
福知山市立大正小学校 6年

片山

優

私がねぼうした時、
「ゆっくり行き」と言ってくれたこと、嬉しかったよ。
早くいかなきゃと思って走っている私に声をかけてくれて安心したよ。
思い出の横断歩道、忘れないよ。ありがとう。

◆中学生の部 【応募作品総数：132作品】
最優秀賞

優秀賞

福知山市立夜久野中学校 1年

須藤 礼慈

何時に起きて下さっているのだろう
気が付いたら雪がかいてある
足どりがかるいです
福知山市立夜久野中学校 1年

谷川 叶恵

毎日のすてきな笑顔とあいさつのおすそわけを
ありがとう
今日も「笑顔」という名の花が咲く

優秀賞

優秀賞

福知山市立六人部中学校 2年

吉谷 星優

おはようございます。
登校中のあいさつでつながる地域の輪。
福知山市立六人部中学校 2年

匿 名

いつもあいさつをしてくれてありがとうございます
あいさつのおかげでいつも元気に学校にいけます
毎日心の支えになっています

◆一般の部 【応募作品総数：4作品】
最優秀賞

吉田 明子
ありがとう いつの日も
がんばっている その背中に
伝えたい気持ち 届けます もう一度 ありがとう

優秀賞

八代 祐子
横断歩道。ツッパリ学生2人連れ。
荷物持ち、一人歩きのおばあさんを
手を引く姿にこころなごむ。

たくさんのご応募ありがとうございました
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21号台風災害ボランティア活動 10/25（水）・26（木）

社協大江支所に現地災害ボランティアセンターを
立ち上げ、約50名の方々に活動していただきました。

福知山市社会福祉大会

11/15（水）

多くの社会福祉事業・ボランティア功労の方々が
表彰状・感謝状を受賞されました。
（共催：福知山市）

ボランティアまつり

11/19（日）

舞台や展示発表、体験ブース等によるボランティア
活動紹介を行いました。

地区福祉推進協連絡会議（他市交流会）11/30（木）

推進協の皆さん参加のもと、敦賀市社協にて地域福祉
活動についての研修を行いました。

大江 はつらつ会

12/19（火）

夜久野 秋を楽しむ会

11/8（水）

サロンのボランティア向けに、健康に関する講話や
交流カフェを開催しました。
（共催：夜久野地域公民館）

三和身体障害者交流会「みわの集い」 11/17（金）

卓球バレーやビンゴゲーム、オールディーズの演奏を
聴いて交流されました。
（共催：身障連三和支部）

サロン交流・研修会

11/21（火）・22（水）

嚥下・貯筋体操や防災のお話、グループでサロンの
意見交換をしました。

三和グループデイホームお楽しみ会 12/14（木）・15（金）

クリスマスケーキづくりや音楽レクで集われ、
職員から手づくりプレゼントを手渡しました。

ファミ・サポフォローアップ研修 1/23（火）

援助（サポート）をしていただく会員さんが、子どもを
支援するときの関わり方を学ばれました。
ひとり暮らし高齢者や大江中学生たちが地域の方々と
ともに、長さ12.6mのジャンボ巻きずしをつくり、
交流されました。
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ご参加・ご協力ありがとうございました

お 知ら せ
市民サポーター養成講座

肢体障害者のつどい

申込不要

災害時に、社協とともに災害ボランティアセンターの運営を
行っていただく市民サポーター養成講座を開催します。
【日 時】平成30年3月3日（土）13：30〜16：00
【場 所】福知山市消防防災センター防災研修室
【対 象】一般市民の方
【内 容】災害ボランティアセンターの役割や運営の
お話やワークショップを行います。

三和地区ひとり暮らし高齢者
一斉訪問見守り事業

要申込

【日 時】平成30年3月5日（月）13：30〜16：00
【場 所】福知山市総合福祉会館34・35号室
【対 象】市内にお住まいの肢体に障害のある方
【参加費】100円
【申込締切】2月23日（金）

親族後見人交流・相談会

前日までに要申込

市内で親族の成年後見人・保佐人・補助人として

【日

時】平成30年3月5日（月）8：00〜17：00

【場

所】東部保健福祉センター1階

【対

象】三和地区のひとり暮らし高齢者

活動をしておられる方や、これから親族の後見人等
として活動をお考えの方が集い、情報交換をされる
交流会を開催します。

【内

容】民生児童委員さんとともに、心あたたまる
手づくりの贈りものを自宅へお届けします。

弁護士も参加しますので、日ごろの悩みや
疑問について相談してみませんか？

★三和地区民児協との共催事業です。
【お問い合わせ先】
三和支所 TEL 58-3713・FAX 58-3732

【日
【場

時】 平成 30 年 3 月 6日
（火）13：30 より
所】 市民交流プラザふくちやま 会議室 3-1

福祉サービス利用援助事業

障害を理解する講座

申込不要

「卒業」〜スタートライン〜上映会
【日時・場所】
①平成30年3月16日（金）13：30〜15：30
福知山市消防防災センター防災研修室
②平成30年3月17日（土）10：00〜12：00
夜久野ふれあいプラザ研修室
③平成30年3月17日（土）14：00〜16：00
三和地域公民館ホール
④平成30年3月18日（日）10：00〜12：00
大江町総合会館視聴覚室
【対 象】一般市民の方
【内 容】約50年前、実際にあった京都のろう学校での
お話です。
★福知山市「絆」プロジェクト事業との共催事業です。

【お申し込み・お問い合わせ先】

〜高齢の方や障害のある方へ〜
認知症・もの忘れのある方、知的障害や精神障害の
ある方が、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
するのが不安なときに、安心して生活できるよう
お手伝いをします。
権利擁護センターまでご相談ください。

ささえあいパートナー事業
協力者養成講座 要申込
ちょっとしたお困りごと をお手伝いしていただく
協力者養成講座を開催します。
【日 時】平成30年3月22日（木）9：30〜17：00
【場 所】市民交流プラザふくちやま 会議室3-2
【内 容】コミュニケーションの手法や市民救命士の
講座等を行います。
【申込締切】3月15日（木）

地域福祉課、権利擁護センター

TEL 25−3211・FAX 24−5282
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高齢の方や障害のある方、子育て家庭等が身近にある場所で
集い交流をすることで、地域で支え合う関係づくりや見守りに
つながるサロン活動を支援しています。

2月〜5月までの間、
サロン助成金の申請もできるよ。
詳しくは、社協に相談してね！

平成29年
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】
京都農協福知山支店
株式会社石坪
寄付金
武田ヘルスケア（株）
匿名の方【1名】
大槻守衞（広峯町）
福知山市立南陵中学校
匿名の企業【1社】
杉森昭彦(夜久野町平野)
本堂公代（土）
福知山市ゲートボール協会 会長 池部巌
テレホンカード・図書カード・はがき 他
中島節子（野花）
塩見豊（拝師額塚）
藤田法子（半田）
中島淑厚（夜久野町日置）
山本俊和（正明寺）
イロトリドリ筆ペン教室
イロトリドリ筆ペン教室
京都北都信用金庫三和支店
上田八寿子
ダンスサークルランディ
永井つたゑ（大江町公庄）
夕陽ヶ丘長寿会
（株）大嶋カーサービス
岡村仁志（三和町芦渕）
大槻守衞（広峯町）
（株）クリア
西村澄敏（三和町菟原中）
岩崎千賀子（東本町）
こちらの内容は、個人情報保護の為、
井口和子
（内記）
真如苑福知山
春木一枝（三和町千束）
ホームページへの掲載は自粛させていただきます。
夕陽ヶ丘長寿会
横田政夫（三和町大身）
物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他）
京都府立福知山高等学校図書委員会
長町長寿会
福知山市ゲートボール協会 芦田津多恵
足立由香理（下柳）
大槻守衞（広峯町）
福知山ジョギングクラブ
福知山市グラウンド・ゴルフ協会
本堂公代（土）
日本キリスト教団福知山教会
大本文雄（夜久野町額田）
イロトリドリ筆ペン教室
岡ノ二町自治会
春木一枝（三和町千束）
ダンスサークルランディ
前田塗料株式会社
匿名の方【2名】
夕陽ヶ丘長寿会
立正佼成会
古切手
岩崎千賀子（東本町）
福知山市ゲートボール協会 芦田津多恵
大槻守衞（広峯町）
（有）K Sプランニング
ソフトバレークラブぴぃーまん
片山美之（一ノ宮）
株式会社信興商事福知山支社
春木一枝（三和町千束）
南天田老人クラブ
ソフトバレークラブぴぃーまん
株式会社石坪
日本通運（株）福知山支店
飯尾忠雄（土師新町）
匿名の方【1名】
芦田裕子（菱屋）
春木一枝（三和町千束）
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地域のつながり
金谷地区福祉推進協議会

11月24日

ふれあいお楽しみ会

（金）

金谷地区のひとり暮らし高齢者や、サポートハウスいわとに
入居されている方が参加され、金谷小学校3・4年生と交流
されました。
その後、手づくりの昼食をとりながらマジックショーを
観られました。
年に1度のこの会を楽しみに、皆さん集まられました。

シリーズ 第10回

ないき なごみの会【サロン】

12月14日
（木）
内記2丁目の方々が毎月集い、体操や合唱、
カフェ等に取り組んでおられます。
この日は、地域の方々と福知山公立大学の学生たちが
互いにお話をしたり、グループに分かれて百人一首・
お手玉等の昔遊びをしたり、クリスマスソングを歌ったりして、
季節にあった催しで交流されました。

わたしたちが地区担当職員です
金山・雲原

倉 千夏

金谷・三岳

武田

彩

（敬称略）

中六人部・下六人部

上六人部・三和

雀部・成仁

佐賀・遷喬

辻本 奈津美

横田 信子

竹本 悠二

井上 ひとみ

下川口・上川口

下豊富・上豊富

惇明・昭和

大正・庵我

上夜久野・下夜久野

中夜久野・大江

黒田 美由紀

加藤 庄吾

宮本 香子

竹内 裕美

松本 あゆみ

根岸 弘光

■記事に関すること、その他お問い合わせは…

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
本所 ・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）
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）
福知山市総合
福祉会館

市役所
福知山駅

赤い羽根共同募金は、市内の自治会活動や、
地域福祉活動に活用されます。

地方合同
庁舎

裁判所

至京都
至大阪

福知山城

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）
赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
制作しています。
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