
地域のつながり シリーズ　第27回

　社協では、子どもの頃から、地域で暮らすさまざまな方々との関わりを通じて、生活の様子や
必要な配慮を知るとともに、体験をふまえ自分ごととして考えながら楽しく学びあう場づくりを、
地域の皆さんとともに進めています。

　令和５年１月17日「防災とボランティアの日」、福知山市役所にて、福知山
ライオンズクラブ、夜久野ライオンズクラブ、福知山東ライオンズクラブと『自
然災害におけるボランティア支援に関する協定書』の締結を行いました。
　この協定は、自然災害が発生した被災地域において、ボランティアの支援活
動が迅速かつ効果的に行われるよう、ボランティアの移送や必要な物的・人的
支援等をライオンズクラブに可能な範囲でご協力いただくという内容です。

　福知山市でも過去幾度となく甚大な自然災害を受け、全国から多くのボランティアに駆け付けていただきまし
た。被災地の復旧復興には欠かせない存在であり、ボランティアの力を存分に発揮してもらい、支援を必要とし
ている方へ迅速に届けるために、この協定締結はとても心強く、そして大きな一歩になります。

　大江町内の14 団体でつくる「大江を元気づ
けるプロジェクト実行委員会」（事務局：社協
大江支所）が主体となって、住民の皆さんと力
を合わせて取り組みました。

　今年は山城南ブロック（木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村社協）
の担当で開催されました。交流会全体では約480名、福知山市からは、地域
で活動されている方と社協職員計29名が参加しました。府内各市町村のサテライト会場とメイン会場（精華町地
域福祉センターかしのき苑）をオンラインでつなぎ、ご近所福祉クリエーターの酒井保氏の講演や、山城南ブロッ
クから３つの実践報告を聴いた後、グループに分かれて意見交換を行いました。

　今年は、 昨年の鬼の角をモチーフにし
たペットボトルタワーに加え、ランタン
や、貸出可能のミニタワーなども作製し、
鬼の回廊に設置しました。

きょうと地域福祉活動実践交流会

子どもから大人まで多くの方がメッセージ を記し、 絵を描いたペットボトル
を組み立て、 タワー状などに積み上げて ・・・点灯！

18時～23時に大江町の夜を彩りました。
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楽しく学びあう「ふくし」

雀部小学校 車いす体験
車いすを理解し、「地域のバリアフリーや自分にできることを考える」ために

手話広めたい話し隊 親子手話教室

丘児童センター ピクトグラム作り 惇明小学校 ボッチャ・車いす体験

手話を知り、「思いを伝え合う」ために

言葉や年齢等の違いを超えて「ひと目で伝える」ために 年齢や性別、障害の有無…すべての垣根を超えて「交流し合う」ために

福知山市内３ライオンズクラブとの
自然災害におけるボランティア支援に関する協定を締結

大江町イルミネーション事業
歳末たすけあい募金助成事業～ 心でつながる大江の灯（ともしび）～

１/17（火）

１/21（土）

12/19（月）～１/20（金）

お茶の京都から元気発信 ～さあ!コロナ禍から新しい活動へ～



お し ら せ

赤い羽根共同募金助成事業

【お問い合わせ】 福知山市共同募金委員会（事務局：社協） 　TEL 0773-25－3211　FAX 0773-24－5282

歳末たすけあい募金

誰もが安心して暮らし続けられる
地域づくりを目指して

社会福祉法人　福知山市社会福祉協議会
会　長　夜 久 豊 基

　皆様方におかれましては、平素から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、本年１月17日に福知山市長大橋一夫様立会いのもと、社会福祉協議会と福知山ライオンズ
クラブ様、夜久野ライオンズクラブ様、福知山東ライオンズクラブ様との間で「自然災害における
ボランティア支援に関する協定」を締結いただくことができました。その内容は過去幾度となく災
害に見舞われてきた福知山市において、災害の発生時に社協が立ち上げる「災害ボランティアセン
ター」の運営等に可能な範囲において支援をいただけるもので、大変に心強い内容となっています。
　社協事業の根幹となる「第３次地域福祉活動計画(令和５年度からは「第４次地域福祉活動計画」)」
に基づいて、災害時に限らず、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを目指して、社協職員
が地域に出向き、住民主体の地域福祉活動を展開していくことが社会福祉協議会の役割と考えてい
ます。これからも、職員一同しっかりと取り組んで参りますので、今後とも変わらぬご支援、ご協
力をお願いいたします。
　コロナ禍は今年で、４年目に入ります。現在、新型コロナ感染対策と社会経済活動の両立を目指
して「Withコロナ」政策が進められていますが、この「厳しい」時を乗り越えて、令和５年こそ
将来を「展望」できる明るい「希望」の持てる一年となりますことを、心から願っております。

●　募金箱は事務局よりお店や施設にお届けし
　ます。
●　定期的に回収に伺います。

市内約80のお店・
事業所などに置かせて
いただいています。

　　　くわしくは下記へご一報ください。

　社協では、佛教大学（京都市）３回生の学生２名を９月から10月にかけて、約１か月間「社会福祉士実習生」
として受け入れ、地域の中の様々な福祉の取組みに触れて、学びを深めていただくことができました。

　様々な形で地域づくりに取り組まれている団体の皆さんに、活動の実践報告をいただき、
参加者同士の交流・情報交換を行って、これからの小地域福祉活動への機運を高めましょう♪

ぜひ、みんなでこれからの福知山市のことを語り合ってみませんか？

日時　令和５年３月５日（日）13：30～ 16：30

場所　三段池公園 総合体育館 サブアリーナ　福知山市字猪崎377－1

内容　【オープニング】子ども太鼓疾風＆野いちごDON太鼓
【活動者実践報告】①夜久早百合さん（子ども太鼓疾風＆野いちごDON太鼓）

②大西　勝己さん（昭和東地区いきいきサロン運営会議）
【講師・コーディネーター】

杉岡　秀紀さん（福知山公立大学 地域経営学部 准教授）

　社協では、令和元年度から、「地域福祉フォーラム」を開催しており、参加
いただいた皆さんが元気を分け合える場となっています。今回もたくさんの
皆さんのご参加をお待ちしています。 （写真はこれまでの開催の様子）

大内 慶士朗さん
　実習の中で、様々な地区の活
動に参加させていただき、地域
の方が「主体」となって取り組
まれている姿がとても印象に残

り、繋がりが深く形成されている場面を肌で感じま
した。実習で学んだことを、これから多くの場面で
活かせるように、頑張りたいと思います。

実習生をあたたかく迎えてくださった地域の皆さん　ありがとうございました。

長田 千紘さん
　実習を通して、地域での繋が
りや居場所、住民の皆さんが主
体的に地域を創っていくことの
大切さなど、福祉のあり方につ

いて多くのことを学ぶことができました。地域の皆
さんが温かく迎えてくださり、楽しく学びのある実
習となりました。ありがとうございました。

地域福祉フォーラム
～ みんなで創る地域づくり ～

を開催します!

社協創立70周年事業　令和４年度 福知山市の地域福祉を考える会

ご協力ありがとうございました
皆さんからお寄せいただいた募金は、市内のさまざまな福祉活動に役立てられています。

くわしくは「はねっと」
ホームページをご覧ください↑

年間を通じて
募金箱の設置にご協力いただける
お店・施設を募集しています！

TSUTAYA AVIX福知山店の
設置の様子

参加者同士のグループ
ワークもあります♪

興味・関心のある方
どなたでも気軽に
ご参加ください。

TEL・ FAX ・メール
いずれかの方法で、下記へ
事前にお申し込みください。

（2）広報誌『しあわせ』206号　2023.2.16 広報誌『しあわせ』206号　2023.2.16（3）

【お申し込み・お問い合わせ】　地域福祉課　TEL 0773－25－3211　FAX 0773－24－5282　Mail : fuku-shakyo@coral.broba.cc
令和４年度の街頭募金・イベント募金の様子

社会福祉士実習生を受け入れました！
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　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続け
られるよう、また元気に歳を重ねられるよう、「介
護保険」「相続税」「健康な体づくり」「薬の正しい
使い方」をテーマに計４回の講座を開催しました。

　コロナ禍で集っての開催は３年ぶり。身体障害
者団体連合会三和支部の会員と民生児童委員、三
和地域連絡会議委員、ボランティア等計42名の皆
さんにボッチャ等で交流していただきました。大い
に盛り上がり、会話も弾む楽しい時間となりました。

　コロナ禍や物価高騰等の中で不安や孤立を
感じる方が増える中、地域のたすけあいの輪
を広げるために社協で食品・物品の提供を呼
びかけたところ、約80の個人・団体・企業
の皆さんから多くの品をお寄せいただきまし
た。 ありがとうございました。

食品・物品を提供いただいた団体・企業
（順不同・敬称略）

三恵観光㈱、 JR 西日本近畿統括本部福知
山管理部、 福知山市各地区民生児童委員協
議会、福知山市連合婦人会、福知山地区更
生保護女性会と各支部、浄願寺ともしび会、
立正佼成会福知山教会、南土野町ひまわり
クラブ、三岳地域有志一同、福知山市職員、
福知山市社協役職員
ほか匿名団体・企業・個人の皆さん

　ご協力いただいた品は、市内８団体による見守り活動等に
活用いただくとともに、12月18日の社協の「食の応援パッ
クお渡し会」で配らせていただきました。

見守り活動団体（よみがな順・敬称略）
●　NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク
●　NPO法人 ニュートラル
●　NPO法人 ひゅうまんネット北きんき
●　NPO法人 ふくちやま元気まちづくりの会
●　昭和ぶんぶく食堂
●　ふくちやまCAP
●　福知山市母子寡婦福祉会
●　フードパントリーさんたん

ボランティア
　　　情報誌の発行
　毎年１回、ボランティア情報
誌「ほっとタイム」を発行し、
市内の様々なボランティア団体
等を紹介しています♪

ボランティアセンター主催　
「整理と収納の講座」

　市民の皆さんを対象に、 生活に身近なテーマで
ボランティア講座を開いています。 令和４年は、
整理と収納をテーマに、時間や気持ちに余裕がで
きたときに学んだことを誰かに伝えたり、 「なに
かしてみよう」とボ
ランティアのきっか
けづくりになれば
と、 開催しました。

ボランティア連絡協議会主催
ボランティア交流会
　同じ福知山で活動しているボランティア同士、日頃の
活動の悩みや、 お互いの活動内容についてなどを共有
し、会場のあちこちで話に花が咲きました。これからも
交流の機会を大切にしていきます。 最後は皆さんで総合
福祉会館から御霊公園までゴミ拾いをしました。

老いじたくカレッジ11/16（水）・30（水）
10/14（金）・28（金）

三和身体障害者交流会 みわの集い
11/17（木） 身体障害者団体連合会三和支部との共催事業

　いつ、どこで起きるか分からない災害に対して、日頃か
ら住民の方と学び合う場として講座を実施しました。京都
府災害ボランティアセン
ターの東さんにお越しい
ただき、カードを使って
実際に、災害ボランティ
アセンターの運営を体験
しました。

　民生児童委員や地域ボラン
ティアの皆さんと一緒に75
歳以上のひとり暮らし高齢者
154名のご自宅を訪問し、大
江中学校の生徒からの写真の
入ったメッセージやお弁当等
をお届けしました。

　コロナの終息や世界
平和、自身の健康など
の願いをこめて絵馬を
作られました。
　2023年こそ明るい世
の中になりますように…

災害ボランティア講座10/29（土） コロナ禍と物価高騰を
　　　地域で支える見守りプロジェクト

12月中旬～ 1月初旬

大江見守り訪問事業 はつらつ会
12/10（土）

三和グループデイホーム　　
お楽しみ会

12/13（火）

ボランティア
センター

ボランティア
連絡協議会

相談・登録
調整・連絡
情報発信
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支援やボランティアの方々の
温かさがとても嬉しかったです。

楽しいコーナーもあり子連れでも
安心して行くことができました。食の応援パックを受け取られた

方からのメッセージ（一部抜粋）

センター登録
60団体
11個人

10/11（火）・20（木）

11/19（土）

ボランティアの方による袋詰作業

　福知山市ボランティアセンターでは、地域でのボランティア活動が活発に
進められるよう、情報提供や活動支援、参加促進等の事業を行っています。
　また、市内のボランティア団体の代表者で構成する「ボランティア連絡協
議会」と連携して、ボランティアの啓発、発展に取り組んでいます。

　食の応援パックお渡し会
の準備や当日の運営では、
ボランティアの皆さん、 ふ
れあい福祉相談員の皆さん
にもお世話になりました。

（4）広報誌『しあわせ』206号　2023.2.16 広報誌『しあわせ』206号　2023.2.16（5）

善意の寄付 ありがとうございました
令和４年９月21日～令和５年１月20日

歳末たすけあい募金助成事業

り く みと 社協の活動の一部をご紹介します。社協 の

歳末たすけあい募金助成事業

ボランティア
センターの取組

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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10/19・22・23・26　すこやかサロン（友渕）
活動５年目の節目に古民家Cafeで

300枚の写真を展示

10/30（日）東堀ふれあいいきいきサロン
毎年恒例の干支のおきものづくり。

紙粘土で個性豊かな「うさぎ」が完成 !

11/23（水）昭和東地区いきいきサロン
和久市町対象企画　転がしたり投げたり

工夫を重ねてボッチャ体験

11/2８（月）中六人部地区福祉推進協議会
中六人部保育園の園児が歌や将来の夢の
発表を通じておひとり暮らし高齢者と交流

12/5（月）なないろ（高畑）
「ネイルとハンドマッサージの集い」
クリスマスや新年のネイルアートを満喫

11/16（水）金山地区福祉推進協議会
笑って暮らそう会で、「やすこ一座の」
皆さんと歌や手品を楽しまれました。

11/25（金）上六人部地区福祉推進協議会
介護講座「在宅介護って？」を開催。

意見交換もされました。

11/30（水）ひまわり健康サークル（上豊富）
無理なく楽しく「貯金体操」で

健康づくり♪

12/7（水）天座にこにこサロン
長巻き寿司づくり

息を合わせて“おいしくなぁれ”

10/20（木）西佳屋野ふれあいサロン
日新地域包括支援センター職員による
健康体操。楽しく健康づくりを！

11/17（木）ささき会（上佐々木）
サロンの最後は、恒例の
「はとぽっぽ体操」♪

11/28（月）新庄いきいきサロン
ハンカチで世界に一つだけの
「干支うさぎづくり」

12/4（日）下六人部地区福祉推進協議会
おひとり暮らし高齢者の安心・安全見守り事業
心温まるクリスマスプレゼントをお届け♪

12/8（木）野花ふれあいサロンむつみ会
ハーモニカに合わせ

懐かしい曲を皆さんで歌唱

11/19（土）惇明地区福祉推進協議会
認知症を理解する研修会

（講師：社協三和支所グループデイ管理者）

12/11（日）観音寺自治会「スマイルサークル」
サンタがみんなに

笑顔を届けてくれました♪

12/12（月）上紺屋ラジオ体操部
地域の親睦・活性化につながる
ラジオ体操 1000回記念

12/23（金）～ 25（日）かしの木台有志の会
イルミネーションで作った
迷路を楽しまれました♪

12/18（日）佐賀地区福祉推進協議会
年末の“ふれあい給食”！
みんなでよいお年を！

12/11（日）昭和新町 昭寿会、子ども会、
　　　　　　なないろえん、健友会
多世代が協力し合って公園の落ち葉掃除

12/21（水）猪崎ふれあいいきいきサロン
スカットボールとボウリングに
野菜ビンゴを楽しむクリスマス会

12/21（水）成仁赤ちゃんサロン
クリスマスソングで、楽しいひと時を♪

12/24（土）金谷地区福祉推進協議会
子育て世帯へ「クリスマス訪問」
手作りツリーとお菓子のプレゼント

12/24（土）福知山市母子寡婦福祉会
「お楽しみ会」親子で工作＆「南京玉
すだれ八房流福天会」の皆さんと交流

９/15（木）すいすいクラブ（水坂）
（社協出前講座）

　「介護保険の利用の仕方」につ
いて学ばれました。皆さん真剣に
お話を聴かれ、質問もたくさん出
ていました。

９/21（水）
千原元気はつらつ教室
（社協出前講座）

　防災カードゲーム「なまず
の学校」を皆さんで楽しみな
がら学ばれました。

11/６（日）ふれあい いきいきフェスタ（夜久野公民館まつり）
　「福祉・体験コーナー」にて、社協夜久野

支所は「車いす・アイ
マスク体験」を実施。
　体験された方からは、
「アイマスクをして歩く
と少しの段差も怖く感
じた」 等の感想があり、障害のある方への理解を
深めていただきました。

（6）広報誌『しあわせ』206号　2023.2.16 広報誌『しあわせ』206号　2023.2.16（7）
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地域のつながり シリーズ　第27回

　社協では、子どもの頃から、地域で暮らすさまざまな方々との関わりを通じて、生活の様子や
必要な配慮を知るとともに、体験をふまえ自分ごととして考えながら楽しく学びあう場づくりを、
地域の皆さんとともに進めています。

　令和５年１月17日「防災とボランティアの日」、福知山市役所にて、福知山
ライオンズクラブ、夜久野ライオンズクラブ、福知山東ライオンズクラブと『自
然災害におけるボランティア支援に関する協定書』の締結を行いました。
　この協定は、自然災害が発生した被災地域において、ボランティアの支援活
動が迅速かつ効果的に行われるよう、ボランティアの移送や必要な物的・人的
支援等をライオンズクラブに可能な範囲でご協力いただくという内容です。

　福知山市でも過去幾度となく甚大な自然災害を受け、全国から多くのボランティアに駆け付けていただきまし
た。被災地の復旧復興には欠かせない存在であり、ボランティアの力を存分に発揮してもらい、支援を必要とし
ている方へ迅速に届けるために、この協定締結はとても心強く、そして大きな一歩になります。

　大江町内の14 団体でつくる「大江を元気づ
けるプロジェクト実行委員会」（事務局：社協
大江支所）が主体となって、住民の皆さんと力
を合わせて取り組みました。

　今年は山城南ブロック（木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村社協）
の担当で開催されました。交流会全体では約480名、福知山市からは、地域
で活動されている方と社協職員計29名が参加しました。府内各市町村のサテライト会場とメイン会場（精華町地
域福祉センターかしのき苑）をオンラインでつなぎ、ご近所福祉クリエーターの酒井保氏の講演や、山城南ブロッ
クから３つの実践報告を聴いた後、グループに分かれて意見交換を行いました。

　今年は、 昨年の鬼の角をモチーフにし
たペットボトルタワーに加え、ランタン
や、貸出可能のミニタワーなども作製し、
鬼の回廊に設置しました。

きょうと地域福祉活動実践交流会

子どもから大人まで多くの方がメッセージ を記し、 絵を描いたペットボトル
を組み立て、 タワー状などに積み上げて ・・・点灯！

18時～23時に大江町の夜を彩りました。
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社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
〒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.0773-25-3211
FAX.0773-24-5282

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

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

大 江 支 所
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FAX.0773-56-1654
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楽しく学びあう「ふくし」

雀部小学校 車いす体験
車いすを理解し、「地域のバリアフリーや自分にできることを考える」ために

手話広めたい話し隊 親子手話教室

丘児童センター ピクトグラム作り 惇明小学校 ボッチャ・車いす体験

手話を知り、「思いを伝え合う」ために

言葉や年齢等の違いを超えて「ひと目で伝える」ために 年齢や性別、障害の有無…すべての垣根を超えて「交流し合う」ために

福知山市内３ライオンズクラブとの
自然災害におけるボランティア支援に関する協定を締結

大江町イルミネーション事業
歳末たすけあい募金助成事業～ 心でつながる大江の灯（ともしび）～

１/17（火）

１/21（土）

12/19（月）～１/20（金）

お茶の京都から元気発信 ～さあ!コロナ禍から新しい活動へ～




