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サロン「戸田シルバー会」
「戸田シルバー会」は、平成27年、当時、民生児童

令和３年
（2021）
10月21日

委員をされていた代表者の方が、
「地域の高齢者のた

わたしのまちの
「つながり」と「たすけあい」

めに、みんなが集まって交流できる居場所をつくろ
う！」と始められたサロン活動です。現在は、コロナ
禍の影響もあり、みんなが集まっての活動が難しい状
況にありますが、そんな中でも、 つながりを絶やさ
ない

素敵な取組みをされています。

文集の中には、これまでのサロンの思い出や今の気持
ちなど、メンバーのたくさんの想いが集まりました。代

「こんな時だからこそ、思い出に残るものを残した

表者さんは、
「この文集が

みんなの宝物 になれば嬉

い！」
、そんな代表者の方の発想で取り組まれたのが

しい。
」と言われていました。また、サロンでは文集だ

「戸田シルバー会文集」です。短歌でも、俳句でも、日々の

けでなく、月１回のお便りの配付も欠かさず行われてい

暮らしのことでも、
何でも思いつくままに書いてもらう

ます。こうした取組みは、間違いなく皆さんの心の支え

よう、
いつものサロンメンバーに呼びかけられ、集まっ

となり、コロナ禍だけど

た原稿を素敵な文集にまとめられ、配付されました。

くれる宝物になっているだろうと感じました。
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コロナに負けない ウォーキング
観音寺自治会では、毎月第１日曜日の朝、
定例ウォーキングをされています。

会

自治

寺
観音

また、途中には、お茶やお菓子を準備して、家の前で休憩所と
して皆さんをお迎えされている住民の方がおられました。「自分

定例ウォーキングは、平成24年９月から

は足腰が悪くなり、みんなと一緒に歩くのが難しくなってしまっ

スタート。住民同士の交流や健康維持などを

た。少しでも自分にできることをしているだけ。」とのことでし

目的に活動を始められたとのこと。それから

たが、参加者の皆さんにとって、恒例の休憩所は素敵な憩いの場

ほぼ休むことなく続けておられ、今年９月に

になっているようです！

は113回目のウォーキングが実施されまし

このウォーキングは地区内を歩かれるので、参加者だけでなく

た。参加者は、朝８時に公会堂に集合し、ラ

たくさんの住民の方と自然に顔を合わせる機会にもなり、広く住

ジオ体操をして、１時間程度地区内の景色を

民同士の交流のきっかけになっていました。そして、コロナ禍の

見ながら歩き、何気ない会話をしながら楽し

中でも住民同士の交流を絶やさずに活動できる手法として、他の

んでおられました。

地域でも参考になる活動だと思いました。

社協では、
お聞かせいただいた活動内容について、
いろんな形で広く紹介させていただきます。
引き続き、地域の皆さんからの情報提供をお待ちしています。
■ 記事に関すること、
その他お問い合わせは…

社会福祉法人
〒620−0035

福知山市総合
福祉会館

福 知 山 市 字 内 記 10 番 地 の 18

（福知山市総合福祉会館内）
介護支援課
TEL.0773-23-1333
FAX.0773-23-8555

三和支所
TEL.0773-58-3713
FAX.0773-58-3732

三和グループデイホーム
TEL.0773-59-2025
FAX.0773-59-2026
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募金箱設置協力店・施設一覧

北口
福知山駅

市役所

地方合同
庁舎

裁判所
至京都

福知山城

至大阪

夜久野支所
TEL.0773-38-1200
FAX.0773-38-1230

大江支所
TEL.0773-56-0224
FAX.0773-56-1654

広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
制作しています。

令和３年10月１日現在（敬称略）

店舗 味工房、AVIX 福知山店、イオン福知山店、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 岡ノ町支店・福知山中央支店、業務スーパー 駅南店・前田店・堀店、里の駅みたけ、産直
野菜ふくちマルシェ、ジャパン福知山東店、炭火やきとり えばら屋、駄菓子屋のぐち、土手酒店、中兵庫信用金庫福知山支店、
スーパーマーケットニシヤマ荒河店、HASIHAUS橋本工業㈱、ビデオインアメリカ福知山店、福知山温泉、福知山郵便局、
PLANT-３、プロバンス福知山店、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、焼肉ぷち、柳町、山城屋茶舗、ヨシヤカメラ
施設 岩戸ホーム、えるむ、ケアハウス ニコニコハウス、三愛荘、サンヒルズ紫豊館、しあわせネット・勇気、豊の郷、にれの木園、
晴風、福知山観光協会、福知山市児童科学館、福知山市社会福祉協議会、福知山市スポーツ協会、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、福知山市立図書館中央館、福知山市三段池総合体育館、三段池
RAVIHOUSE植物園、三段池RAVIHOUSE動物園
学校 福知山公立大学
三 和 町
サロン美和兆、三和荘、
ローソン 三和店
施設 福知山市社会福祉協議会 三和
支所、福知山市三和町高齢者
生活福祉センター、福知山市
役所 三和支所、みわの里
店舗

福知山市社会福祉協議会

地域福祉課、権利擁護センター
TEL.0773-25-3211
FAX.0773-24-5282

ふくちやまのやさしい気持ちを集める運動
がスタートしました。
ご協力をお願いします!!

主な内容

社協

店舗
施設

夜久野町
夜久野高原市

大 江 町
garden cafe N kitchen、有路郵便局、
食堂大江山、㈲元伊勢製菓、喫茶・食事の店
ほほほのほ、新治製菓舗
施設 五十鈴荘、大江観光㈱
「丹鉄大江駅売店」
、
日本の鬼の交流博物館、福知山市社会福祉
協議会 大江支所、福知山市役所 大江支所
店舗

グリーンビラ夜久野、
福知山市社会福祉協議会
夜久野支所、福知山市役
所 夜久野支所
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気軽にできる「ちょっといいこと」始めませんか？

意志あるお金、募金のチカラ。

令和３年

賛同いただける商店・事業所等を
募集しています！
募金百貨店プロジェクト

10月１日（金）〜 令和４年３月31日（木）
赤い羽根共同募金は、私たちのまちの福祉活動を支えて、誰もが幸せに
暮らせるまちづくりのために使われます。
「たすけあい」、
「おもいやり」の心を大切にし、
「与えられる福祉」から
「互いに助けあう福祉」をめざして、地域の皆さんに広く呼び
かけを行い、理解と協力を得るための活動を行っています。
共同募金へのご協力をお願いいたします。

お住まいの自治会を通じて

●

学校や職場等を通じて

●

市内各所設置の募金箱を通じて

●

街頭やイベントでの募金活動を通じて

●

福知山の企業や団体、個人の方々から

募金にご協力いただいています。
どうもありがとうございます。

していただき、募金運動に参加していただこうというプロジェクトです。
商品を購入すると、売り上げの一部（10％程度）が「赤い羽根共同募金」の募金となります。
購入者（地域の皆さん）は、いつものお買い物の延長で、気軽に「ちょっといいこと」のお手伝い
ができます。商店や事業所等にとっては販売促進と社会貢献につながり、それが、地域福祉の課題
解決のための財源になります。
商店・事業所等

募金はどのように集められるの？
●

『募金百貨店プロジェクト』は、商店や事業所等の皆さんに「寄付つき商品」を販売

ば カフェのケーキ、食堂の唐揚げ定食、
たとえ

作業所のクッキーセット等
商品の売上げの一部が寄付されます。

お客さま

グッズ募金
（社協窓口または街頭・イベント募金限定）
●

2021年限定バッジ（①）
1,000円以上の募金にて１個進呈

●

も、オンラインで募金ができます。

②

各種300円以上の募金にて１枚進呈

赤い羽根自販機を

募金先に福知山市を指定してくださ
い。募金したい分野を選ぶことも可

500円分のクオカード（②）
クリアファイル

良し！
買い手

パソコンやスマートフォン等から

能です。

1,000円以上の募金にて１枚進呈
●

寄付つき商品を購入することで
募金の協力につながります。

オンライン募金/銀行振込

ご存じですか？

また、銀行からの振込もできます。
③

④

⑤

・
「初音ミク」（③）

・
「劇場版 呪術廻戦０
×赤い羽根共同募金」（⑤）
＊他のデザインもあります。お問い合わせください。

※数には限りがありますので、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。

12月1日（水）より、年末年始や今すぐに必要な地域福祉活動を
支えるための「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。
どうぞよろしくお願いします。
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『赤い羽根自販機』とは、飲み物を購入すると、
その売上の一部が赤い羽根共同募金に寄付される
自動販売機です。
福知山市内では、「里の駅みたけ」に１台設置
されています。

・
「バンドリ! ガールズバンド
パーティー !」（④）

し！
売り手良

３者の Ｗｉｎ-Ｗｉｎ-Ｗｉｎ
関係構築を図りつつ、
地域社会に貢献する取組みです。

子どもたちが作った募金箱も、お店や施設等に置かせていただいています。

①

販売促進と社会貢献に
つながります。
（売上の一部を寄付）

設置費用は無料で、設置い
ただく方の負担は、月々の電
気代と設置場所のご提供だ
け。現行の自動販売機からの
置き換えもできます。
気軽にできる社会貢献活動
へのご検討、ご協力をお願い
いたします。

地域福祉活動（共同募金が財源）
商店・事業所等（寄付つき商品）と地域の
皆さんがむすびつき、共同募金を財源と
した地域福祉活動を応援します。 地域良し！

速報!!

共同募金助成事業申請状況
令 和 ３ 年 度 は、37団 体
（うち新規６）から合計69
事業の申請がありました。
〈分野ごとの申請件数〉
年末年始等の福祉活動

…… 20事業

高齢者福祉活動
障害者福祉活動

…………… 20事業
…………… 10事業
児童・青少年福祉活動 …… 11事業
課題を抱える方の支援 ……… 2事業
住民全般の福祉活動 ………… 6事業
※すべての事業は、今後、プレゼンテーション、審査
を経て、助成が決定していきます。

【お問い合わせ】福知山市共同募金委員会（事務局：社協） TEL 25−3211

FAX 24−5282
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と り く み

お し ら せ

はじめよう！ 社会福祉施設・事業所の
BCP（事業継続計画）
策定講座

市民向け講座
「部屋とこころのお片付け」

7/19（月）

８/10（火）ほか

〜ＢＣＰ策定にあたって大切にしたいこと〜

〜アドバイザーの講座を聞きながら、
お部屋を片付けて物も心もすっきり〜

災害時において事業をどう継続していくかをいくつ
かの想定に基づいて定めておくBCP（事業継続計画）

福知山市ボランティアセンターでは、生活の身近な

の策定に向けて市内の社会福祉施設・事業所の職員の

内容をきっかけに、楽しく学んでいただきながら、そ

方を対象とした講座を開催しました。

の学びを他の誰かに「伝える・広める」ことで、ボラ

社会福祉施設等のＢＣＰは、単に「一法人の事業継

ンティア活動のきっかけづくりになればと考え、初め

続を考える計画」ではなく、「災害時であっても施設

ての取組みとして市民の皆さんを対象に 市民向け講

等が地域の生活拠点としてどのように機能するかを考

座「部屋とこころのお片付け」を開催しました。

える計画」であることが大切です。各施設等がＢＣＰ

第１講座ではアドバイザーから、整理収納によって

策定を通じて、災害にも強い地域づくりを進めていく

生まれる効果やモノを減らすためのポイントなどが説

ために、引

明され、受講された10名の方々が「部屋とこころのお

き続き社協

片付け」への学びを深められました。受講された方々

としても応

からは「教わった内容で片付けを実践していきたい」

援できるよ

などの意欲的な感想もいただきました。

夜久野ウォークラリー

〜世代間でコミュニケーションづくり〜
子どもから高齢者、家族や友だち同士など、さまざ
まな世代間で夜久野高原一帯の自然にふれあいながら
親睦と交流が深められるよう実施します。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、募集を
夜久野町内在住の方に限らせていただきます。

なりました。
「転倒予防エクサ
サイズ」や「ご当地

【テーマ】
第１講座 【お片付け】には順番があります
第２講座 自分流の収納を作りましょう！
第３講座 キッチンの片付けどうしていますか？

福知山市ボランティアセンターでは、
市民の皆さんを対象に講座を開催し、
元気で健康的な生活を応援しています。

○×クイズ」など大
いに盛り上がり、楽
しいひとときを過ご

※新型コロナの感染状況に注視しながら開催を計画します。
詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

していただきました。

善意の寄付 ありがとうございました

令和３年６月21日〜９月20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。

等の確認も兼ねて贈り物をお届けします。
【日時】令和３年11月11日（木）9：00〜12：00

【対

象】夜久野町内在住の方

【内

容】ウォークラリー（夜久野高原一帯約５㎞）

【対象】三和地域の障害のある方
（福知山市身体障害者団体連合会会員）

【参加費】お一人様につき100円（保険料含む）
【定

員】30名（先着順）

【内容】民生児童委員と一緒に見守りや心身状況等の
確認も兼ねて贈り物をご自宅へお届けします。
※福知山市身体障害者団体連合会三和支部・三和地区民生児童
委員協議会との共催事業です。

FAX 38-1230

〜大江地域の75歳以上で
おひとり暮らしの方へ〜

【お問い合わせ】三和支所

TEL 58-3713

今年も大江地域で『はつらつ会』を実施します。コ
ロナ禍の中で一堂に会して交流することは避け、民生
児童委員や地域ボランティア等の皆さんと一緒に心身
状況等の確認も兼ねてご自宅を訪問し、お弁当等を
お届けします。
【日時】令和３年12月11日（土）10：30〜12：00
【対象】大江地域の75歳以上の
おひとり暮らしの方
【内容】民生児童委員や地域ボランティ
ア等と一緒に見守りや心身状
況等の確認を兼ねてお弁当
等をご自宅へお届けします。

TEL 56-0224

FAX 56-1654

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11月30日まで

【お問い合わせ】権利擁護センター

TEL 25-3211

FAX 58-3732

福祉ものづくり体験講座

要申込

〜地域の子ども会や親子会等の皆さんへ〜
社協では、子どもたちの思いやりの心・感動する心
などを養う機会として『福祉ものづくり体験講座』を
実施しています。

新型コロナの影響による休業や失業などにより生活資金
でお困りの方に向けた、緊急小口資金などの特例貸付を実
施しています。
※貸付には審査があります。

2021.10.21

児童委員の皆さんと一緒にご自宅を訪問し、心身状況

所】夜久野高原

【お問い合わせ】大江支所

（4）広報誌『しあわせ』201号

ロナ禍の中で一堂に会して交流することは避け、民生

大江はつらつ会［見守り訪問事業］ 要申込

三和グループデイホーム敬老会
昨年に続き、利用者の皆さんと職員だけでの開催と

今年も三和地域で『みわの集い』を実施します。コ

【場

TEL 38-1200

9/16（木）

〜三和地域の障害のある方へ〜

時】令和３年11月14日（日）9：00〜12：00

いります！

9/13（月）

三和身体障害者交流会 みわの集い 要申込

【日

【お問い合わせ】夜久野支所

う努めてま

要申込

FAX 24-5282

未来を支え変えてゆくのは子どもたちです。その子
どもたちの福祉の学習の場づくりとして、福祉のもの
づくりを体験してみませんか？
【申込期間】令和４年１月31日（月）まで
【対象】地域の子どもたち
【内容】
① ユニバーサル透明マスクと
マスクケースづくり
② 赤い羽根共同募金箱づくり
③ ピクトグラムづくり
【お問い合わせ】地域福祉課

TEL 25-3211

FAX 24-5282

広報誌『しあわせ』201号

2021.10.21（5）
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広報誌『しあわせ』201号

2021.10.21（5）

コロナ禍を地域で支える見守りプロジェクト
〜 食の支援でつながろう ひと ちいき みらい 〜
本会はこれまで、食の支援をきっかけとした地域のたすけあいの輪を広げるために、平成28年からフードバン
ク事業、令和２年には臨時休校中の子どもと家族を支える見守りプロジェクト事業を実施してきました。
このたび、コロナ禍での地域のつながりを応援するために、見守りプロジェクトを実施します。食品・日用品の
寄付をいただける方、また、本プロジェクトの趣旨に賛同していただき、見守り活動を

て、今年度は、新型コロナの感染予防対策を講じなが

食品・日用品を募集します（個人・団体）

【例】● 缶詰・インスタント食品・レトルト食品・調味料・飲料など
● 白米は令和２年以降に収穫され適切な保管状態にあったもの
※生鮮食品は現在のところ受付しておりません。

下豊富地区福祉推進協議会 7/31（土）
高齢者の孤立を防ぐ見守り活動『心もち訪問』とし

実施していただける団体を募集します。皆さまのご協力をお願いいたします。

寄付いただきたいもの
食 品：賞味期限が２か月以上のもので、
新品未開封であり、常温保存が可能なもの

※地域のさまざまな地域福祉活動の一部をご紹介します。

ら、70歳以上の一人暮らし高齢者宅154軒を訪問し、
夏の冷菓（くずもち・水ようかん）のお届けと暮らし
令和２年度実施「臨時休校中の子
どもと家族を支える見守りプロジェ
クト」にご寄付いただいた食品

の様子の聞き取りなどをされました。
令和３年11月、令和４年２月には『ふれあい給食』
を予定されています。

日用品：新品未開封の品 【例】サージカルマスク（使い捨て不織布マスク）、タオル、鍋などの調理器具、紙オムツなど
食品等募集期間

第１期：令和３年11月１日（月）〜 19日
（金）

お受け取り方法

平日９〜17時

第２期：令和３年12月１日
（水）〜 20日
（月）

本会（本所・各支所）窓口にてお受け取りさせていただきます。

集まった食品等は、
このように活用します
本プロジェクトに賛同いただける
団体による見守り活動等に

必要な方に社協から直接支援

活動団体を募集します

歳末たすけあい「お困りごと相談＆ 要申込
食の応援パック」お渡し会を開催します

対象団体・活動内容
本プロジェクトを活用し、
地域の皆さんに対する見
（法人格の有無は問
守り活動を実施される非営利団体。
いません）
※食品支援は、寄付いただける食品の状況で柔軟に対応さ
せていただきます。
※食品アレルギーの有無等については、受け取られる方と
活動団体の間でご確認の上、お渡しください。

申請・活動期間
令和３年11月22日（月）〜令和４年１月30日（日）
の期間の活動を対象とします。
活動への応募方法

令和３年11月19日（金） 締切

申込書に必要事項を記入のうえ、
本会に持参、郵送またはメールで送
付してください。
※申込書等詳細は社協ホームページに
掲載いたします。

【お問い合わせ】地域福祉課

TEL 25−3211

コロナ禍により暮らしに影響を受けている等の理由
で生活に不安を感じている方に、寄付された食品等を
詰め合わせた「福がつながる食の応援パック」（無料）
をお渡しします。
と

き

ところ

福知山市字内記10-18 福知山市総合福祉会館

（社協のある建物です。詳しくは８ページの地図をご確認ください。）

申

込 12月13日（月）〜 23日（木）までの平日９〜17時 に
電話（25-3211）、FAX（24-5282）、メール、または
直接来所にて申込を受け付けます。連絡先と氏名、
人数、来られる時間帯等をお知らせください。

どもの居場所づくり

7/31（土） ８/１（日）

と交流できる機会がなく

として、
『学習塾』が
実施されました。

８/７（土） ８/８（日）

なり、三和町菟原中のサ
ロン『ひまわりきっさ』

子どもたちは市児

だけが唯一の交流の場に

童科学館での体験学

なっている方も多く、
「出

習やボランティア団

会える」「話せる」喜びに溢れた時間を過ごされました。

体「丹波・福知山ちょ

新型コロナの感染予防対策にマスク着用や手指消毒と合

こボラ」等の学習支

わせ、世話役さんが考案された巨大で透明なパーテーショ

援による宿題ドリル

ンを設置し、活動を続けておられます。

やカードゲーム等の
レクリエーションに熱心に取り組んでいました。

水仙グループ

天座同友会

社協大江支所前のプラ

４月から毎週（木）午後

市立図書館の図書の貸出しを利用し、コロナ禍
でも密にならず、顔を合わせられる場づくりが始

７/８（木）

ンターに花を植えてくだ
さっています。
コロナ禍で色々な行事

「本だけじゃ

たちが地域にできること

※食品のお渡しは先着100名までとします。

なく、ここに

はないかと考え、今年度

※食品のアレルギー対応はしておりません 。

来れば誰かに

から始められたボランティア活動です。

※食品のお渡しの際に、生活のお困りごとについて相談を
お受けし、必要に応じて専門機関におつなぎします。個
人情報は守られますのでご安心ください。

会える」と、

Mail : fuku-shakyo@coral.broba.cc

11名・４団体の受賞が決定しました。ご受賞おめでとうございます。
新型コロナの影響により、式典の開催は中止となり、受賞された

2021.10.21

コロナ禍でなかなか人

の制限があり、何か自分

６名・１団体、京都府社会福祉協議会会長表彰に18名・２団体、京都府共同募金会会長表彰等に

（6）広報誌『しあわせ』201号

7/24（土） 7/25（日）

８/５（木）

まりました。

多年にわたり福祉推進に尽力された福知山市内の個人・団体から社会福祉事業・ボランティア功労者知事表彰に

今後とも、皆さまのご活躍をお祈りしております。

ひまわりきっさ

ひとり親家庭の子

12月24日（金） 10：00〜19：30

FAX 24−5282

皆さまには表彰状・感謝状が個別に届けられました。

福知山市母子寡婦福祉会

第70回

京都府社会福祉大会

キレイな花を見て少しでも地域の皆さんの笑顔につなが

楽しみにされる常連さんもできました。

りますように!!

■地域の「集い」にひと工夫！ 社協の貸出物品をご活用ください！
社協では、地域福祉活動を行うグループなどに対して、レクリ
エーション用品などの地域福祉活動物品を貸し出
しています。新しい貸出物品も増えました。
地域でのサロン活動や世代間交流など、地域の
方が集まられる機会に、ぜひご活用ください。

【ご相談・お問い合わせ】地域福祉課

TEL 25−3211

また、新型コロナウイルス感染症拡大予防の用品
【非接触式赤外線温度計
（体温計）
・電子体温計・
自動手指消毒器】も貸し出しています。
※社協ホームページ「お知らせ」の
ページでも紹介しています。

FAX 24−5282

Mail : fuku-shakyo@coral.broba.cc
広報誌『しあわせ』201号
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コロナ禍を地域で支える見守りプロジェクト
〜 食の支援でつながろう ひと ちいき みらい 〜
本会はこれまで、食の支援をきっかけとした地域のたすけあいの輪を広げるために、平成28年からフードバン
ク事業、令和２年には臨時休校中の子どもと家族を支える見守りプロジェクト事業を実施してきました。
このたび、コロナ禍での地域のつながりを応援するために、見守りプロジェクトを実施します。食品・日用品の
寄付をいただける方、また、本プロジェクトの趣旨に賛同していただき、見守り活動を

て、今年度は、新型コロナの感染予防対策を講じなが

食品・日用品を募集します（個人・団体）

【例】● 缶詰・インスタント食品・レトルト食品・調味料・飲料など
● 白米は令和２年以降に収穫され適切な保管状態にあったもの
※生鮮食品は現在のところ受付しておりません。

下豊富地区福祉推進協議会 7/31（土）
高齢者の孤立を防ぐ見守り活動『心もち訪問』とし

実施していただける団体を募集します。皆さまのご協力をお願いいたします。

寄付いただきたいもの
食 品：賞味期限が２か月以上のもので、
新品未開封であり、常温保存が可能なもの

※地域のさまざまな地域福祉活動の一部をご紹介します。

ら、70歳以上の一人暮らし高齢者宅154軒を訪問し、
夏の冷菓（くずもち・水ようかん）のお届けと暮らし
令和２年度実施「臨時休校中の子
どもと家族を支える見守りプロジェ
クト」にご寄付いただいた食品

の様子の聞き取りなどをされました。
令和３年11月、令和４年２月には『ふれあい給食』
を予定されています。

日用品：新品未開封の品 【例】サージカルマスク（使い捨て不織布マスク）、タオル、鍋などの調理器具、紙オムツなど
食品等募集期間

第１期：令和３年11月１日（月）〜 19日
（金）

お受け取り方法

平日９〜17時

第２期：令和３年12月１日
（水）〜 20日
（月）

本会（本所・各支所）窓口にてお受け取りさせていただきます。

集まった食品等は、
このように活用します
本プロジェクトに賛同いただける
団体による見守り活動等に

必要な方に社協から直接支援

活動団体を募集します

歳末たすけあい「お困りごと相談＆ 要申込
食の応援パック」お渡し会を開催します

対象団体・活動内容
本プロジェクトを活用し、
地域の皆さんに対する見
（法人格の有無は問
守り活動を実施される非営利団体。
いません）
※食品支援は、寄付いただける食品の状況で柔軟に対応さ
せていただきます。
※食品アレルギーの有無等については、受け取られる方と
活動団体の間でご確認の上、お渡しください。

申請・活動期間
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の期間の活動を対象とします。
活動への応募方法
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申込書に必要事項を記入のうえ、
本会に持参、郵送またはメールで送
付してください。
※申込書等詳細は社協ホームページに
掲載いたします。

【お問い合わせ】地域福祉課

TEL 25−3211

コロナ禍により暮らしに影響を受けている等の理由
で生活に不安を感じている方に、寄付された食品等を
詰め合わせた「福がつながる食の応援パック」（無料）
をお渡しします。
と

き

ところ

福知山市字内記10-18 福知山市総合福祉会館

（社協のある建物です。詳しくは８ページの地図をご確認ください。）

申

込 12月13日（月）〜 23日（木）までの平日９〜17時 に
電話（25-3211）、FAX（24-5282）、メール、または
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人数、来られる時間帯等をお知らせください。

どもの居場所づくり

7/31（土） ８/１（日）

と交流できる機会がなく

として、
『学習塾』が
実施されました。

８/７（土） ８/８（日）
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ロン『ひまわりきっさ』
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だけが唯一の交流の場に
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地域のつながり

福知山市社協 広報誌

シリーズ 第22回

心をつなぐ みんなの宝物

201

No.

も
くて
れな
ま
集
回は
！
月１
配付
りを
お便

サロン「戸田シルバー会」
「戸田シルバー会」は、平成27年、当時、民生児童

令和３年
（2021）
10月21日

委員をされていた代表者の方が、
「地域の高齢者のた

わたしのまちの
「つながり」と「たすけあい」

めに、みんなが集まって交流できる居場所をつくろ
う！」と始められたサロン活動です。現在は、コロナ
禍の影響もあり、みんなが集まっての活動が難しい状
況にありますが、そんな中でも、 つながりを絶やさ
ない

素敵な取組みをされています。

文集の中には、これまでのサロンの思い出や今の気持
ちなど、メンバーのたくさんの想いが集まりました。代

「こんな時だからこそ、思い出に残るものを残した

表者さんは、
「この文集が

みんなの宝物 になれば嬉

い！」
、そんな代表者の方の発想で取り組まれたのが

しい。
」と言われていました。また、サロンでは文集だ

「戸田シルバー会文集」です。短歌でも、俳句でも、日々の

けでなく、月１回のお便りの配付も欠かさず行われてい

暮らしのことでも、
何でも思いつくままに書いてもらう

ます。こうした取組みは、間違いなく皆さんの心の支え

よう、
いつものサロンメンバーに呼びかけられ、集まっ

となり、コロナ禍だけど

た原稿を素敵な文集にまとめられ、配付されました。

くれる宝物になっているだろうと感じました。

ひとりじゃない

と思わせて

を
会話
ない
ら
何気
が
みな
！
楽し
キング
ー
ウォ

コロナに負けない ウォーキング
観音寺自治会では、毎月第１日曜日の朝、
定例ウォーキングをされています。

会

自治

寺
観音

また、途中には、お茶やお菓子を準備して、家の前で休憩所と
して皆さんをお迎えされている住民の方がおられました。「自分

定例ウォーキングは、平成24年９月から

は足腰が悪くなり、みんなと一緒に歩くのが難しくなってしまっ

スタート。住民同士の交流や健康維持などを

た。少しでも自分にできることをしているだけ。」とのことでし

目的に活動を始められたとのこと。それから

たが、参加者の皆さんにとって、恒例の休憩所は素敵な憩いの場

ほぼ休むことなく続けておられ、今年９月に

になっているようです！

は113回目のウォーキングが実施されまし

このウォーキングは地区内を歩かれるので、参加者だけでなく

た。参加者は、朝８時に公会堂に集合し、ラ

たくさんの住民の方と自然に顔を合わせる機会にもなり、広く住

ジオ体操をして、１時間程度地区内の景色を

民同士の交流のきっかけになっていました。そして、コロナ禍の

見ながら歩き、何気ない会話をしながら楽し

中でも住民同士の交流を絶やさずに活動できる手法として、他の

んでおられました。

地域でも参考になる活動だと思いました。

社協では、
お聞かせいただいた活動内容について、
いろんな形で広く紹介させていただきます。
引き続き、地域の皆さんからの情報提供をお待ちしています。
■ 記事に関すること、
その他お問い合わせは…

社会福祉法人
〒620−0035

福知山市総合
福祉会館

福 知 山 市 字 内 記 10 番 地 の 18

（福知山市総合福祉会館内）
介護支援課
TEL.0773-23-1333
FAX.0773-23-8555

三和支所
TEL.0773-58-3713
FAX.0773-58-3732

三和グループデイホーム
TEL.0773-59-2025
FAX.0773-59-2026

（8）広報誌『しあわせ』201号
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募金箱設置協力店・施設一覧

北口
福知山駅

市役所

地方合同
庁舎

裁判所
至京都

福知山城

至大阪

夜久野支所
TEL.0773-38-1200
FAX.0773-38-1230

大江支所
TEL.0773-56-0224
FAX.0773-56-1654

広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
制作しています。

令和３年10月１日現在（敬称略）

店舗 味工房、AVIX 福知山店、イオン福知山店、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 岡ノ町支店・福知山中央支店、業務スーパー 駅南店・前田店・堀店、里の駅みたけ、産直
野菜ふくちマルシェ、ジャパン福知山東店、炭火やきとり えばら屋、駄菓子屋のぐち、土手酒店、中兵庫信用金庫福知山支店、
スーパーマーケットニシヤマ荒河店、HASIHAUS橋本工業㈱、ビデオインアメリカ福知山店、福知山温泉、福知山郵便局、
PLANT-３、プロバンス福知山店、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、焼肉ぷち、柳町、山城屋茶舗、ヨシヤカメラ
施設 岩戸ホーム、えるむ、ケアハウス ニコニコハウス、三愛荘、サンヒルズ紫豊館、しあわせネット・勇気、豊の郷、にれの木園、
晴風、福知山観光協会、福知山市児童科学館、福知山市社会福祉協議会、福知山市スポーツ協会、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、福知山市立図書館中央館、福知山市三段池総合体育館、三段池
RAVIHOUSE植物園、三段池RAVIHOUSE動物園
学校 福知山公立大学
三 和 町
サロン美和兆、三和荘、
ローソン 三和店
施設 福知山市社会福祉協議会 三和
支所、福知山市三和町高齢者
生活福祉センター、福知山市
役所 三和支所、みわの里
店舗

福知山市社会福祉協議会

地域福祉課、権利擁護センター
TEL.0773-25-3211
FAX.0773-24-5282

ふくちやまのやさしい気持ちを集める運動
がスタートしました。
ご協力をお願いします!!

主な内容

社協

店舗
施設

夜久野町
夜久野高原市

大 江 町
garden cafe N kitchen、有路郵便局、
食堂大江山、㈲元伊勢製菓、喫茶・食事の店
ほほほのほ、新治製菓舗
施設 五十鈴荘、大江観光㈱
「丹鉄大江駅売店」
、
日本の鬼の交流博物館、福知山市社会福祉
協議会 大江支所、福知山市役所 大江支所
店舗

グリーンビラ夜久野、
福知山市社会福祉協議会
夜久野支所、福知山市役
所 夜久野支所
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６ページ ……… コロナ禍を地域で支える見守りプロジェクト
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