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社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会

福知山市字内記10番地の18
（福知山市総合福祉会館内）
TEL.0773-25-3211 FAX.0773-24-5282

手作り防護服で医療・福祉関係者を応援するプロジェクト
～コロナを 他 人 事 に し な い ！ ～

全国各地の医療機関や福祉施設などで新型コロナウイルスの集団感染が発生し、大量の防護服が必要になって
いる状況がある中、社協では昨年6月に市民の方の協力の下、ポリ袋でつくる防護服を100枚作成し、全国の支
援団体にお届けしました。その取組みがきっかけとなり、
「市内でも必要なのでは？」、
「コロナ禍の中、少しでも
できることをしたい！」という声が上がり、24団体と2名の個人の方に「手作り防護服」の作製に取り組んでい
ただきました。そして、約1,200枚が集まり、ご希望のあった市内の福祉施設（16施設）にお届けしました。
社協では、コロナ禍の中、最前線でご利用者のために支援にあたられている市内の医療・福祉関係者の方々を
応援できるよう、今後も地域の皆さまと一緒に本プロジェクトを進めてまいります。
ご協力いただいた団体 （順不同）
福知山市連合婦人会（上川口学区・会長会「翔」）、大江作業所、地区福祉推進協議会（雀部・成仁・上六人部・中六人部）、大江高等学校、
京都府生活研究グループ連絡協議会福知山地連・綾部地連、ステップあけぼの夜久野支部、ボランティアグループ「絆」、人権ふれあいセンター
きらめき館、介護ボランティアいずみ会、下小田すみれ会サロン、しあわせ会、西佳屋野自治会、惇明地区民生児童委員協議会、京都生協両
丹ブロック事務局、前田自治会、三和地域福祉推進協議会、長田段女性部、中六人部地域づくり協議会、福笑会、個人2名（匿名）
計：24団体・個人2名（令和2年12月末現在）
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令和3年がスタートしてまもなく2か月が過ぎようとしています。
皆様方におかれましては、平素から福知山市社会福祉協議会の運営に、格別のご理解とご協力を賜って
おりますことを、心より感謝申し上げます。
さて、令和2年は、新型コロナウイルス感染拡大によって、私たちの日常生活や社会経済活動に甚大な影
響を受けた一年でした。
これからは新型コロナウイルス感染の収束を目指して、マスクの着用は勿論のこと、新しい生活様式や
三密を回避したWEB会議への参加など、私たちの日常生活について「ニューノーマル（新しい常識・状況）」
を意識した行動が求められています。
そのような状況において、社会福祉協議会は、各市区町村に一つしかない組織として、
「地域福祉の充実」
という社会的使命を担っており、これからも「地域に出向く社協」というメッセージを発信しながら、私
たちに求められている社会的使命を、精一杯果たしてまいりたいと考えています。
そのためにも社会福祉協議会は、現在進めている「第3次地域福祉活動計画」を活動の柱として、より良
い「地域共生社会」の実現に努めてまいります。そして、市民の皆様に社会福祉協議会が、真に必要な「地
域福祉を担う組織」と認識いただけるように、職員一同しっかりと取り組んでまいりますので、今後も変
わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げます。

じぶんの町を良くするしくみ。

歳末たすけあい募金
ご協力ありがとうございました

引き続きグッズ募金受付中！

（社協本所窓口での300円以上の募金で劇場
版「鬼滅の刃」無限列車編×赤い羽根共同
募金クリアファイルなど1枚進呈）
※数量限定のため、なくなり次第終了となります
※転売、ヤフオク・メルカリ等への出品は厳禁です

市民の皆さまからお
寄せいただいた募金は、
助成を要望する団体等
を公募後、審査を行い、
市内の高齢者福祉活動、
児童・青少年活動、障
害者福祉活動、住民全
般の活動、見守り等の
支援活動等に助成させ
ていただきます。

《赤い羽根共同募金箱設置協力店・施設一覧》

◀オモテ
▼ウラ

© KG/S,A,U

しあわせ197号掲載以降（敬称略50音順）

（令和2年度 新規協力店・施設）
有路郵便局、garden cafe N kitchen、京都丹後鉄道 大江駅、産直野菜ふくちマルシェ、ジャパン福知山
東店、食堂 大江山、新治製菓舗、駄菓子屋のぐち、日本の鬼の交流博物館、ビデオインアメリカ福知山店、
プロバンス福知山店、喫茶・食事の店ほほほのほ、(有)元伊勢製菓、焼肉ぷち
広報誌『しあわせ』198号

2021.2.18（2）

福知山市の地域福祉を考える会
～地域福祉活動の交流の場～

要申込

新型コロナの影響の中、地域の方々が知恵を出
し合い、地域福祉活動の継続、また新たな活動の
スタートなど、様々な取組みを進められています。
各地域の活動者の皆さまによる実践報告や情報交
換を通して、これからの地域福祉活動への機運を
高めるために実施します。
【日 時】 令和3年3月6日（土）14：00～17：00
【場 所】 ①武道館
②日新地域公民館
③成和地域公民館 ④六人部地域公民館
⑤大江町総合会館
【対 象】 地域福祉活動に関心のある方どなたでも
【内 容】 ①基調講演
②実践報告
③情報交換
【講 師】 社会福祉法人大樹会
五嶋 仁 氏
【定 員】 各会場30名程度
（先着順）
【申込締切】 令和3年3月3日（水）

安心生活見守りキーホルダー事業
外出先で救急搬送されたり徘徊などで保護され
たりする等、緊急に個人の特定が必要な場合に目
印となるキーホルダーを配付しています。カバン
等に付けられたキーホルダーの登録番号をもとに、
社協が緊急の連絡先や医療機関等を情報提供し、
迅速な対応に結びつけます。
【対 象】 福知山市にお住いの高齢の方、
障害のある方
【費 用】 無料
【登録内容】 お名前、住所、性別、生年月日、電話番号、
緊急連絡先、かかりつけ医療機関 等
【キーホルダーの大きさ】 本体部分 6.1㎝×1.9㎝

お知らせ
肢体障害者のつどい

～パステルアートを体験してみよう～ 要申込
コロナ禍で集まることが制限されている中、一
堂に会さず、肢体に障害のある方が作品の制作を
通してつながる機会となるように実施します。
【日 時】 令和3年2月下旬～3月10日頃までにご
自宅等で制作し一言メッセージを添え
て返送いただきます。
【対 象】 福知山市在住の障害者手帳（肢体）を
お持ちの方とご家族および、活動に関
心のある方
【内 容】 ①自宅でのパステルアート（パステル
をパウダー状にして指で描く透明感
のあるアート）の体験
②参加者同士のメッセージや作品をカー
ド集等にまとめて共有する（予定）
【講 師】 パステル和インストラクター
山口 陽子 氏
【参加費】 無料
【定 員】 30名程度（先着順）
【申込締切】 令和3年3月3日（水）
※申込受付後、パステルアートの描き方資料と材料、
メッセージ記入用紙をお届けします。

写真はパステルアートのイメージです。
デザインは変更となることがあります。

福祉サービス利用援助事業
～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
く分からなかったり、日常的
な金銭管理をするのが不安な
ときに、安心して生活できる
ようお手伝いをします。

生活福祉資金コロナ（特例）貸付の申請受付延長

申請受付

令和3年3月31日まで

新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けた、
緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
※貸付には審査があります。
【お問い合わせ】 地域福祉課・権利擁護センター
（3）2021.2.18
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と り く み
三和身体障害者交流会
みわの集い

11/11（水）
コロナ禍の中で一堂に会して
の交流は避け、民生児童委員の
皆さまと一緒に対象の方39名
のご自宅を訪問し、贈り物を届
け ま し た。 皆 さ ま の 元 気 な 姿
と明る
い笑顔
に出会
いまし
た。

視覚障害者のつどい

夜久野ウォークラリー

11/13（金）

11/15（日）

認知症の父と家族の7年間を
優しさとユーモアたっぷりに描
かれた作品「長いお別れ」をバ
リアフリー映画で上映し、22
名の方に鑑賞いただきながら、
心温まる時間を過ごしていただ
きました。

今年は町内在住の方限定での
開催となりましたが、晴天の中、
5㎞の道のりを大人から子供ま
で 35 名
が秋を
満喫し
ながら
歩きま
した。

聴覚障害者のつどい
12/22（火）

大江はつらつ会

三和グループデイホーム

12/12（土）
コロナ禍の中で一堂に会して
の交流は避け、民生児童委員や
地域ボランティアの皆さま等と
一緒に75歳以上のひとり暮ら
し高齢者149名のご自宅を訪問
し、中学生
からのメッ
セージやお
弁当等をお
届けしまし
た。

12/14（月）・17（木）
職員による余興「腹踊り」
・
「ひ
げダンス」で大いに盛り上がり、
手作りクリスマスリースをプ
レゼント
し、 楽 し
んでいた
だきまし
た。

老いじたくカレッジ

福祉ものづくり体験講座

見守り訪問事業

9/25（金）・10/29（木）・11/27（金）
「生と死の宗教学」「幸せ100
年時代の相続対策」「健康な食
事について」をテーマに住み慣
れた地域で安心して暮らし続け
るために役立つ情報を集めた内
容の3回講座を開催しました。

お楽しみ会

聴覚障害のある方や支援者
20名が紙粘土でクリスマスや
お正月の壁掛けづくりを通し
て、楽しく交流されました。

福祉ものづくり体験講座
ユニバーサル透明マスクづくり

赤い羽根共同募金箱づくり

令和2年9月～令和3年2月

9月～12月
各 地 域 の 児 童 館・ 児 童 セ ン
ターで、地域の子どもたちに、
どうやったら多くの人に寄付し
てもらえるか、趣向を凝らした
募金箱づくりを通して自分たち
の住む町
の福祉を
学んでい
ただきま
した。

各 地 域 の 児 童 館・ 児 童 セ ン
ターで、地域の子どもたちに、
ユニバーサル透明マスクづくり
を通して障害への理解を深めて
いただくとともに、普段の生活
の中でも他人への思いやりや譲
り合いの気持ちをもてるよう、
心のバリ
アフリー
を学んで
いただき
ました。

善意の寄付 ありがとうございました

令和2年10月1日〜12月31日
（敬称略・受付順）

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。
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つながり・支え合い続けるみんなの地域福祉活動
※「地域はつながりが大切」「地域を支える」といった地域住民等による福祉活動・ボランティア活動の一部をご紹介します。

大江アットホーム舟越

10/9（金）より

コロナ禍の中で活動を休止されていましたが、地域
の方からの再開を期待する声や市内各地域で福祉活動
が再開されているといった報
道も後押しとなり、活動を再
開されました。マスク着用・
手指消毒等はもとより、会食
の中止や活動時間の短縮、地
区によっては会場も分かれ活
動されています。

中六人部グラウンドゴルフ同好会

12/6（日）

荒れ地になっていた笹場の竹田川左岸広場を整備し、
昨年4月からグラウンドゴルフの練習や大会を定期的
に行えるように取り組まれ
ました。今では会員が定期
的に草刈り等をして美しい
環境を維持しながら活動さ
れ、12月にも大会が開催さ
れました。

段ふれあいサロン・長田段スポーツ倶楽部
12/21（月）より

「この飾りに託してみんなにエールを贈りたい」「ま
た大勢で集まって行事ができる日が来ることを楽しみ
に今後も地域のふれあいを大切にした取組みをしてい
きたい」と2団体が協力して12月21日から1月3日にか
けて長田段公民館玄関と砂子池グランド前で冬の夜を
彩るイルミネーションが点灯されました。
イルミネーション点灯は、以下のとおり行われまし
た。
長田段公民館玄関
（12月21日～26日・17時～
21時）
砂子池グランド前
（12月21日 ～ 令 和3年1月3
日・17時～21時）

歌の会

11月～12月

コロナ禍で社会福祉施設へ訪問してのボラン
ティア活動が困難な中、いつもの活動を動画に
した音楽DVDを作製されました。「直接訪問で
きなくてもご利用者
にはいつもと同じ気
持ちになってもらい
たい」と、普段から
活動に赴いている市
内の5施設に配付さ
れました。

福知山市母子寡婦福祉会

12/20（日）

赤い羽根共同募金助成金の交付を受け親子の
ふれあいと交流を深めるお楽しみ会が開催され
ました。新型コロナ
ウイルスの感染予防
対策をしながら、楽
しいレクリエーショ
ンや紙粘土で季節の
飾りプレートづくり
などが行われまし
た。

福知山手話サークル「こづち」

12/26（土）
聴覚障害の方の協力のもと、権利獲得につな
がる自立のための運動の様子をインタビュー
し、その様子が撮影されました。「こづち」で
はこのほかに手話の歴史や聾文化等を動画とし
て記録に残し、聴覚障害への理解を市民に広め
るための礎となる
よう、撮影や市民
に手話に興味を
持ってもらい、そ
して言語として手
話を広める活動に
も取り組まれてい
ます。

皆さまの地域の「つながり」
「支え合う」福祉活動をお聞かせください。
社協では、地域の中で、困っている人のためになるような、あるいは、元気を取り戻せるような活動の
情報を集めています。「コロナ禍の中だから“できること”を“できる方法”で地域のみんなと一緒に進め
ているよ」「日ごろからこんな工夫をして“つながり”を大切に活動しているよ」となどの情報がありまし
たら、ぜひ社協までお聞かせください！
お聞かせいただいた活動内容については、本誌など、様々な形で広く紹介させていただきま
す。皆さまからの情報提供をお待ちしています！
社協ホームページ「社協ブログ」では、情報提供いただいた内容を随時更新させていただいています。ご覧ください。

【お問い合わせ】 地域福祉課
（5）2021.2.18

TEL 25-3211 FAX 24-5282
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Mail fuku-shakyo@coral.broba.cc

地域のつながり

シリーズ 第19回

コロナ禍では「密」を避けなければいけませんが、お互いを気にかけあう「心の密」
は必要です。各地域で創意工夫のもと、心のつながりを大切にした活動が行われました。
11/28（土）

11/28（土）

下豊富地区
福祉推進協議会

12月より

中六人部地区
福祉推進協議会

「ふれあい給食」

金谷地区
福祉推進協議会

「ふれあい交流宅配弁当」

12/18（金）

「一人暮らしの高齢者・子育て世
帯へのクリスマスプレゼント」

12/20（日）

上六人部地区
福祉推進協議会

12/21（月） 1/16（土）

下川口地区
福祉推進協議会

「一人暮らしの方への支援
活動」

上豊富地区
福祉推進協議会

「こころもち運動」

「コロナ対策訪問」
「ふれあい給食」

12月より

三岳地区
福祉推進協議会
「高齢者見守り訪問活動」

12/23（水）

陵北町いきいきサロン
「なごみ会」
「クリスマス会」

12/13（日）

下六人部地区
福祉推進協議会
「一人暮らし高齢者へのク
リスマス配食」

1/12（火）

庵我地区
福祉推進協議会
「一人暮らし高齢者、一人
親家庭の支援」

社協ミニだより『ほのぼの』発行！
しゃきょうの

わだい

～地域の活動や助け合いの素晴らしさを広く皆さまにお伝えするために～

昨年は、新型コロナウイルスの影響で、サロンなど様々な小
地域福祉活動が自粛を余儀なくされるなど、活動の継続が困難
な状況がありました。しかし、そのような中でも、各地域では
様々な工夫をされながら、新たな形で活動を継続されていたり、
地域の中のちょっとした“助け合い”を途切れることなく続け
ておられるなど、地域の大きな力を感じる場面にたくさん出会
いました。
A4サイズで両面カラーです。第1号は、
2つのサロンのお話とボッチャについ
そのような活動や助け合
てです。
■記事に関すること、その他お問い合わせは…
いの素晴らしさを広く皆さ
社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
んに伝えるために、今後2か月に1回発行していきます。
“ほ
のぼの”をご覧になりたい方は社協ホームペー
本所・地域福祉課、権利擁護センター
（TEL.25−3211／FAX.24−5282）
ジ、もしくは社協までご連絡いただいたら必要
・介護支援課（TEL.23−1333／FAX.23−8555）
な枚数をお届けします。ぜひご覧ください！
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

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）

お詫びと訂正
しあわせ197号5ページ「昭和地区福祉推進協議会」の
取組みについて作品数に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。
［誤］ 合計130作品もの熱いメッセージ
［正］ 合計238作品もの熱いメッセージ
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