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優しい心を育もう

社会福祉体験学習
7月29日
7月29日
（月）から8月9日
から
（金）にかけて、福知山市内の中高生
にかけて、
にかけて、福知山市内の中高生55名が、市内25か所の福祉施設にわかれて
福知山市内の中高生 名が、市内25か所の福祉施設にわかれて
名が、市内25か所の福祉施設にわかれ
れて
２日間の
２日間の体験学習を行いました。
２日 間の
社協
では、 毎年夏 休み期間
み期間中に将来を担う中高生に福祉に目を向けていただくきっかけづくりと
中 に将来を 担 う 中高生 に 福祉 に 目 を 向 け てい た だ く き っ か けづ く り と
社協では、毎年夏休み期間中に将来を担う中高生に福祉に目を向けていただくきっかけづくりと
なるように、市内の中学校・高等学校、福祉施設に協力をお願いして、この社会福祉体験学習を
実施してい ま す 。
参加した生徒からは、
「地域の高齢者にも挨拶や声かけをしていきたい」「もっとボランティア活動を
もっとボランティア活動を
も っと
とボ ラン
ランテ ィ ア活動を
積極的に取り組みたい」等の感想が寄せられました。
ふりかえり研修会の様子も、最終ページに掲載していますので、ご覧ください。
ふ
り か え り 研修会の様子も、
修
最終ペ
ペー ジに掲載 し
してい
て い ま す の で 、 ご覧ください。
ご覧 く ださ い
い。

社協
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ブログも
見てね！

あなたの町の募金は、あなたの町のためにつかわれています。

10月１日
（火）
〜12月31日
（火）
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、皆さま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
あたたかい気持ち

支えきれない福祉課題が多くあります。皆さんからお預かりした

募金は、こうした課題に自主的に取り組む団体の地域福祉活動に活用されています。
地域福祉の輪が広がるよう募金に皆さまのご協力をお願いします。
募金をありがとう

イベント募金

街頭募金
募金活動がスタートした10月
1 日（火）に市内 7 箇 所 で
募金活動を実施しました。

実施場所

（順不同）

福知山駅、イオン福知山店、コーナン福知山店、
業務スーパー堀店・駅南店、フレスポ福知山店、
PLANT-3

戸別募金
自治会
自治会を通じて、
各世帯に募金をお願いしています。
市内の地域福祉活動の主要な財源になっています。

市内のイベントにおいて、来場された方々に
トにお
来場さ
募金をお願いしています。
令和元年10月1日現在（開催日順）

７月15日（月・祝）
9 月29日（日）
１０月２0日（日）
１０月２7日（日）

第13回 ドラム缶転がしタイムレース
成仁安心安全絆フェスティバル
第13回 福知山産業フェア
ふれあい福祉フェスタ、
第38回 大江山酒呑童子祭り
１１月 3 日（日） 夜久野公民館まつり ふれあいいきいきフェスタ、
大正地区公民館まつり
１１月１0日（日） 三和ふれあいフェスティバル
１１月２３日（土・祝） 第29回 福知山マラソン
その他 、各 関 係 団 体やボランティアグループの
イベント等で募金活動に、
ご協力いただく予定です。

個人

グッズ募金

たくさんの方から貴重なお心をいただいています。

法人募金
企業を訪問して寄付をお願いしています。
寄付

職域募金
職場での募金をお願いしています。
金

学校募金
福祉教育の一環として、募金活動をお願い
と
募金活
しています。

２０１９記念バッジ
1,000円以上／個

５００円分の
QUOカード
1,000円／枚

※数には限りがありますので、
なくなり次第配布終了と
★京都限定配布デザイン★
なります。
※転売、ヤフオク・メルカリ等への 初音ミク クリアファイル
出品は厳禁です。
３００円以上／枚

街頭募金やイベント募金での取り扱いとなります。

12月1日（日）
より、
歳末たすけあい募金も
始まります。民生児童委員・自治会を通じて、
各世帯に募金をお願いします。
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《

募金箱設置協力一覧》令和元年10月1日現在（50音順）

店舗

アビックス、イオン福知山店、えばら屋、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、里の駅みたけ、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）、福知山温泉、福知山郵便局、PLANT-3、
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

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、三段池
公園総合体育館、サンヒルズ紫豊館、（福）しあわせネットワーク にじイロ食堂・

勇気工房ほほえみ、豊の郷、
ニコニコハウス、にれの木園、晴風、福知山観光協会、
福知山市児童科学館、福知山市スポーツ協会、福知山市動物園、福知山市都市
緑化植物園、福知山市武道館、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

学校

京都共栄学園、福知山公立大学

★その他、社協の窓口にも設置しています。

ご理解、
ご協力
ありがとうございます

の配分金を活用した活動の紹介

子ども食堂 クリスマス会（雀部）

災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練

▲福知山市地域防災訓練▼

ふれあいいきいきサロン（石原）

蓼原・小谷自治会との災害時要配慮者避難支援訓練

この他にも、さまざまな地域福祉活動に活用されています。
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取り組み
視覚障害者のつどい

7/21（日）

神戸市のビール工場の見学や、六甲山牧場での
アイスクリームづくりの体験を通して、楽しく
交流されました。

第68回 京都府社会福祉大会

9/4（水）

ボランティア交流会 ザ・やくの

8/29（木）

夜久野町のボランティア団体が日ごろの活動の発表や
防災食のアレンジ料理等をされ、ボランティア活動者
同士の交流を深められました。

三和グループデイホーム敬老会

9/17（火）・18（水）

利用者の皆さんに歌や楽器演奏、踊り等の演芸を
楽しんでいただきました。

多年にわたり福祉推進に尽力された方々が表彰され、
京都府知事等から表彰状・感謝状が贈呈されました。

お 知らせ
第58回 福知山市社会福祉大会・ 同日
開催
ふれあい福祉フェスタ
【日時】令和元年10月27日
（日）10：00〜15：00
【場所】福知山市厚生会館
【内容】午前の部
社会福祉大会（福祉事業功労者等の表彰等）
終了後、福知山成美高校吹奏楽部による
コンサートがあります。
午後の部
ステージでは、福祉団体の舞台発表やプロの
ゲストによるLEDパフォーマンス等があり、
会場では、福祉事業所の模擬店等もあります。

聴覚障害者のつどい
〜ふれあいバス旅行〜
【日
時】令和元年11月28日（木）8：00〜17：30
【行 き 先】①アサヒビール吹田工場（工場見学）
②カップヌードルミュージアム大阪池田
（体験＆施設見学）
【対
象】市内にお住まいの聴覚に障害のある方
また、活動に関心のある方
【参 加 費】1,000円
【申込方法】所定の用紙に記入して社協へ提出。
（FAX可）
【申込締切】令和元年11月20日（水）

社協では、赤い羽根共同募金と
ボランティアセンターのブースを
設置するよ♪
【お申し込み・お問い合わせ先】地域福祉課

TEL 25−3211・FAX 24−5282
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防災講座特集

〜日ごろの備えを大切に〜

地域で防災に関する取り組みが広がっている中で、社協ではさまざまな集まりに出向き、
防災講座を行っています。興味・関心のある方は、ぜひ社協までご相談ください。

災害時役立ちグッズ

防災カードゲーム

スリッパや食器、マスク等を新聞紙等の身近なもので
つくる災害時役立ちグッズづくりを体験できます。

災害時に発生する出来事に対して、どのように解決
するか等を、カードゲームをつかって学べます。

災害図上訓練（DIG）

避難所運営ゲーム（HUG）

地図をつかい、地域内にどのような危険箇所があり、
どのように避難すればいいのか等を図上で学ぶ体験が
できます。

カードゲームをとおして、避難所運営を体験できます。

講座の内容によっては、福知山市危機管理室の職員や
福知山公立大学生と一緒に出向いているよ！

善意の寄付 ありがとうございました

令和元年
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】
寄付金

芦田好德（奥野部）

テレホンカード・図書カード・はがき 等

大槻守衞（広峯町）

南天田老人クラブ

金谷地区福祉推進協議会

鎌田孝司（雲原）

福知山市立六人部中学校

山田直美（野家）

匿名の方【1名】

グリーンビラ夜久野

岡ノ二町自治会 会長 森孝道

山田直美（野家） 個人情報保護の為、
匿名の企業【１社】
こちらの内容は、

古切手

清水恭二（和久寺）
ホームページへの掲載は自粛させていただきます。
岡ノ二町自治会 会長 森孝道

大槻守衞（広峯町）

物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 等）

日本基督教団福知山教会

吉良淳子（前田新町）

大槻守衞（広峯町）

加藤建設（株）

(株)高見組

明治安田生命労働組合

京都農協福知山支店

草山いきいきサロンなごやか会 大槻昇

草山いきいきサロンなごやか会 大槻昇

福知山ジョギングクラブ

匿名の方【1名】
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福知山市総合福祉会館

耐震改修工事について

お願い

お 願 い
＊３階の会議室はご利用いただけますが、工事の状況により
ご利用いただけない場合もありますので、その都度状況を
ご確認ください。
＊工事中、貸会議室の予約は１か月前からの受付になります。

ご迷惑 を お か け
してお り ま す ︒
工事中ご協力をお願いします︒

工事予定
＊現在〜12月末：１階全フロア改修
その間、全ての事務所は２階に移動しています。
エレベーターの工事は完了していますので、
ご利用いただけます。
＊令和2年1月〜2月末：外構（駐車場等）整備

紙面上の都合により、地域のつながりシリーズは
お休みします。

ファミサポでは福知山での子育てを応援しています

会員募集中

チャイルドルーム（会館内）でのサポート風景

依頼会員
困ったな。
子どもを
みてほしい!!
子どもが大好き。
子育て中の皆さんを
応援したい!!

援助会員

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。
まずは、お気軽にご相談ください。
●お問い合わせ先●

福知山市ファミリー・サポート・センター（地域福祉課） TEL・FAX 23−7573

■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

地方合同
庁舎

トピックス
社会福祉体験学習 ふりかえり研修会 きぼう
表 紙に掲 載している社 会 福 祉 体 験 学 習 のふりかえり研 修 会
きぼう を8月24日
（土）に開催しました。
研修会では、
社協職員から生徒にインタビューをし、
「 参加した
きっかけ」
「体験の感想」
「これからのこと」等を発表していただき
ました。また、
参 加した生 徒 、
在 学する学 校 の 先 生 、
受け入れて
いただいた福祉施設の職員からも感想をいただきました。その後、
グループにわかれて、
ちょっとした困りごとを支え合う体験ができる
カードゲーム（助け合い体験ゲーム）を行い、
参加者全員で、
身近に
できること等を話し合いました。

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）
この広報誌は赤い羽根共同募金の
配分金を活用し、作成しています。

広報誌『しあわせ』193号

Ｒ1（2019）.10.17（6）

