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福知山市社会福祉協議会 検索

上夜久野保育園で行われた“お正月遊び”に 
地区の福祉推進協議会さんたちも出席され、 
子どもたちと交流をされました。 
子どもたちは手づくりのコマやカルタで遊び、 
笑顔いっぱいの新年がスタートしました。 

寿春寿春寿春

本年もよろしくお願いいたします 本年もよろしくお願いいたします 



社会福祉法人　福知山市社会福祉協議会 

会　長  松　  田　　　規 

　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。 
　常日頃は、福知山市社会福祉協議会に対しまして温かいご支援とご協力を賜り誠にありがとう
ございます。 
　今日、私たちが取り組んできた各種の地域福祉事業は、お陰様で皆様のご理解と地域のネットワークに
よって支えられてまいりました。しかし、現代の世相を反映した日常生活の変容は、人々の連帯感を
喪失させ、社会の一隅に孤立や無縁を生み出しています。 
　こうした状況を見つめるなかで、私たちは今一度、これからの地域社会における新たな支え合いを
創造していかなければならないと考えています。 
　さて、本会は、平成２５年度からの５か年計画である第２次福知山市地域福祉活動計画に基づき、
「共に幸せを生きるまち　ふくちやま」を基本理念として各種の事業に取り組んでいます。 
　これに基づき、新たな支え合いづくりとして「市民後見人」や「ささえあいパートナー」の養成に
取り組んできました。 
　平成２９年度は、この第２次計画の総まとめの年であり、その評価と集大成を図るとともに、
市民の皆様や地区福祉推進協議会、民生児童委員、自治会、社会福祉関係団体のご意見をお聞き
しながら、第３次計画の策定を進めてまいります。 
　本年も、役職員一同地域に出向く社協として皆様と心をつなぎながら、互いに支え合う地域
づくりに向け邁進してまいる所存ですので、本年も、なお一層のご支援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。 

　『地域の人に対する感謝』をテーマとして、地域福祉について考え、人と
人とのつながりを考える機会へとつなげるため、普段なかなか言えない
地域の人への感謝の気持ちを3行ポエムで伝えていただきました。 
　270作品を応募していただき、審査を経て、最優秀賞・優秀賞作品が
選ばれ、ボランティアまつり内で表彰式を開催しました。 
　たくさんのご応募ありがとうございました。 

最優秀賞 最優秀賞 
福知山市立上六人部小学校 6年　吉田　未来 

いつもわからないことを教えてくれた通学路
当たり前って思っていたけどもう少しで
当たり前じゃなくなっちゃうから伝えるよ。
5年間ありがとう。

福知山市立上六人部小学校 6年　大槻　一星 
何年間もありがとう。
その笑顔が支えになる。
これからも楽しくおしゃべりしましょう！約束です。

小学5・6年生の部 

見守り隊の人へ 

見守り隊の人へ 

福知山市立惇明小学校 5年　川戸　理子 

「おはよう」と毎日このあいさつうれしいよ。
だから私も笑顔であいさつするよ。
雨の日も風の日も暑い時もさむい時も

立ち当番の人へ 

福知山市立修斉小学校 6年　井上　楓菜 

「おはよう。」と声かけてくれる地域の方。
「おはよう。」と返してみたら、いい気分。
元気いっぱいで学校にいってきます。

地域の人へ 

優秀賞 福知山市立六人部中学校 1年 
　　　　　　　　　織田　力 

いつもあいさつしてくれて
いつも笑顔でいてくれて
ただそれだけでぼくはしあわせ

近所の人へ 

福知山市立六人部中学校 1年 
　　　　　　　　　岸本　好陽 

君とはずっと一緒にいすぎて、
ついつい、きつい言葉を言っちゃったね。
でも、今なら言える。
ずっととなりにいてくれて「ありがとう」

ともだちへ 

最優秀賞 

最優秀賞 

（敬称略） 

（2）広報誌『しあわせ』182号　H29（2017）．1．12



秋を楽しむ会（夜久野） 
10/6（木） 

聴覚障害者のつどい スポーツ交流会（大江） 
10/8（土） 10/20（木） 

11/17（木） 10/22（土） 
体験学習ふりかえり研修会 
　『きぼう』 

金谷小学校 福祉出前講座 身体障害者のつどい（三和） 

12/10（土） 12/4（日） 

11/30（水） 

三和グループデイホーム 
お楽しみ会 12/13（火）・16（金） 

はつらつ会（大江） 福知山ボランティアまつり 

小学校6年生に車いす体験の 
出前講座を開催 

グループごとに体験学習で 
感じたこと等をまとめて発表 

ジャンボ巻きずしづくりのあと、ひとり暮らし 
高齢者とボランティアさんが余興で交流 

舞台・展示・体験・食コーナーで 
ボランティアの活動を紹介 

クリスマスケーキづくりや音楽レク、 
ビンゴゲームをして交流 

三和の身体障害のある方が 
卓球バレーで交流 

ぶどう狩りとパンづくりを体験 大江の福祉団体がグラウンドゴルフで交流 

サロンボランティアさん向けに 
理学療法士さんによる健康づくりと 
運動ケアの講座を開催 

最優秀賞 

中学生の部 

福知山市立六人部中学校 2年　矢野　結菜 
あなたと交わすたわいのない会話が
いつも私を勇気づけてくれる
本当にありがとう

地域の人へ 

福知山市立六人部中学校 2年　上羽　悠斗 

部活がえり
笑顔で言ってくれた「おかえり」
なぜか自分も笑顔で「かえりました。」

部活帰りにすれちがった人へ 
優秀賞 

吉田　誠 

幼い頃から今日もまた笑顔で話せるふるさとに
胸いっぱいのありがとう

主に近所の人や小学校区の人たちを中心に 
福知山市内のお世話になっている人へ 

吉田　明子 

子育てを地域の皆で支えあう元気な笑顔に囲まれて
笑顔で今日もありがとう

地域の人や子どもの同級生の両親・小学校の 
先生・保育士さん及び社協のヘルパーさんへ 

優秀賞 最優秀賞 最優秀賞 

一般の部 

福山　広貴 

「ありがとう」を
言わせてくれる君に
「ありがとう」

自分に関わる全ての人へ 最優秀賞 最優秀賞 
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シリーズ第2回 

お知らせ お知らせ お知らせ 
【日　時】平成29年3月7日（火）13：30～15：30 
【場　所】市民交流プラザふくちやま3階 3-1会議室 
【対　象】福知山市にお住まいの親族後見人等として 
　活動されている方。今後、活動をお考えの方。 
【内　容】意見交換、相談等を行います。弁護士が同席します 
　ので、法律に関するご相談もできます。 
　★前日までに申し込みが必要です 

＊4月ごろ市民後見人養成講座も予定しております。 

親族後見交流・相談会 

【日　時】平成29年3月2日（木） 8：00～17：00 
【場　所】東部保健福祉センター1階 
【対　象】三和地区にお住まいのひとり暮らし高齢者 
【内　容】雛祭りの季節に合わせて、民生児童委員 
　さんと一緒に巻きずしをつくり、安否確認を目的に 
　自宅へお届けします。 

三和地区ひとり暮らし高齢者一斉訪問 
見守り事業（三和地区民児協・社協共催） 【日　時】平成29年2月22日（水） 13：30～15：30 

【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 
【内　容】福知山市民病院 理学療法士 大田 純さんの 
　お話と体操、手づくりのお店 Doll 田口 佐智子さんの 
　手づくりリース体験を行います。 
【参加費】100円 
　★2月10日（金）までに申し込みが必要です 

　【お申し込み・お問い合わせ先】 
　福知山市社会福祉協議会 
　地域福祉課　担当：竹本 
　TEL 25－3211・FAX 24－5282
＊なお、福祉会館1Ｆにて、2月27日（月）～3月16日（木）の 
　期間で作品の展示を行います。 

肢体障害者のつどい 

【日　時】平成29年3月19日（日） 13：30～15：30 
【場　所】福知山市消防防災センター2階 防災研修室 
【対　象】一般市民の方 
【内　容】中田 達也さんの車いす生活やスポーツ活動、 
　障害者差別解消法についての講演と、かがやき神戸 
　『ぐりぃと』の障害のある方による楽しいクラウン 
　（道化師）ショーを行います。 
　★申し込みは不要です 

　【お問い合わせ先】 
　福知山市社会福祉協議会 
　地域福祉課　担当：武田 
　TEL 25－3211・FAX 24－5282

障害を理解する講座 

　“ちょっとした困りごと”がある方を、 
地域の住民同士で支え合う相互援助活動を 
今年度より開始しました。そこで、ささえあい 
パートナー事業をご利用される方を募集します。 
　お気軽にご相談ください。 

　【お申し込み・お問い合わせ先】 
　福知山市社会福祉協議会 
　地域福祉課　担当：竹本 
　TEL 25－3211・FAX 24－5282

居宅介護支援事業所 

　ケアマネジャーが介護保険に関わる相談・介護保険
サービスの調整等を行っています。  
　私たちは、高齢の方が住み慣れた地域で自分らしい
生活が送れるように、心に寄り添い支援します。 

住み慣れた自宅で安心して生活できるように、介護職員が伺い、身体介護・生活援助をさせていただきます。 
【介護のご相談は、TEL.23－1333  FAX.23－8555 まで】 

ささえあいパートナー事業 
　利用者さん募集（一部地域） 

　【お申し込み・お問い合わせ先】 
　福知山市社会福祉協議会 
　権利擁護センター　担当：　倉 
　TEL 25－3211・FAX 24－5282

　【お問い合わせ先】 
　福知山市社会福祉協議会 
　三和支所　担当：大槻 
　TEL 58－3713・FAX 58－3732

参加者募集 

参加者募集 

参加者募集 
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10月1日～12月31日 

平成28年度　  助成事業〈公募〉審査結果 平成28年度 　 助成事業〈公募〉審査結果 平成28年度　  助成事業〈公募〉審査結果 

次世代育成枠 
子どもたちの健全育成を目的として… 

【内容】・交流遊具等交付事業 
　　　　・福知山市保育園 園児のつどい など 

高齢者見守り枠 
高齢者への支援・見守りを目的として… 

【内容】・ひとり暮らし高齢者のつどい事業 
　　　　・ふれあいいきいきサロン活動費助成 など 

地域活性化枠 

小地域が主体となり地域住民の交流・ 　 
　　　　　　　絆づくりを目的として… 

【内容】・中六人部福祉ふれあいひろば 
　　　　・菟原下一自治会買いものバス運行 など 

防災・減災枠 

突然起こる災害に応じた備えや活動に対して… 

【内容】・災害ボランティア活動支援事業 
　　　　・成仁安心安全絆フェスティバル 

当事者事業枠 

当事者支援を目的に活動している　　 
　　　　　　　団体・事業に向けて… 

【内容】・身体障害者団体連合会・母子寡婦福祉会・ 
　　　　　父子福祉会の活動費助成 など 

歳末行事枠 

福祉団体が年末年始に行う行事に対して… 

【内容】・青空クリスマスコンサート 
　　　　・各福祉団体のクリスマス会・新年会 など 

助成金決定額  合計  9,028,200円 

街頭募金のようす 街頭募金のようす 

950,000円 

4,294,400円 1,482,800円 

650,000円 1,206,000円 

445,000円 

募金のご協力ありがとうございました 

 寄付金 
仁張政一（大江町蓼原） 
京都府女性の船「ステップあけぼの」中丹地域 
桐村正昭（報恩寺） 
福知山市ゲートボール協会 
衣川 勝(夜久野町直見) 
松本 均（三和町梅原） 
　橋洋一（夜久野町直見） 
京都北都信用金庫三和支店 
　　　支店長 芦田信也　 
藤岡昭子（夜久野町平野） 
岡村仁志（三和町芦渕） 
三和地域スポーツ振興会 
大槻守衞（広峯町） 
京都府立福知山高等学校 図書委員会 
横田建築 横田政夫 
匿名の方(2名) 
 古切手 
長尾ほほえみサロン 
明治安田生命 福知山営業所 
植村淑子（城山） 

 
岡ノ二町自治会 
南本堀寿会 
大池坂若葉会 
老人クラブかしの木会 
大槻守衞（広峯町） 
立正佼成会福知山教会 
辻田 勇（中ノ） 
郵便局長夫人会福知山東部会 
夕陽が丘長寿会婦人部 
福知山不動産 
南天田老人クラブ 
塩見恵子(昭和新町) 
横山登記測量事務所 
ヒエン電工株式会社 長田野工場 
福知山ジョギングクラブ 
藤田道子（水内） 
NTT労組 退職者の会 
　　北部代表 新宮敏行 
日本キリスト教団 福知山教会 
 

 テレホンカード・図書カード・はがき 他 
植村淑子（城山） 
岡ノ二町自治会 
南本堀寿会 
余田芳一（南本堀） 
大池坂若葉会 
老人クラブかしの木会 
夕陽が丘長寿会婦人部 
塩見恵子（昭和新町） 
藤田道子（水内） 
NTT労組 退職者の会 
　　北部代表 新宮敏行 
匿名の店舗 
 物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他） 
長尾ほほえみサロン 
植村淑子（城山） 
岡ノ二町自治会 
大池坂若葉会 
大槻守衞（広峯町） 
辻田 勇（中ノ） 
夕陽が丘長寿会婦人部 
郵便局長夫人会福知山東部会 

【ご氏名・ご住所のみご紹介させていただきます】 

平成28年 
10月1日～12月15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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本誌は、共同募金の配分金で制作しています。 

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 

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） 

・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） 

■記事に関すること、その他お問い合わせは… 

　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） 

本所 

市役所 裁判所

地方合同
庁　　舎

福知山市総合
福祉会館

福知山城至京都 
至大阪 

福知山駅

地域のつながり 地域のつながり 地域のつながり シリーズ 第6回 

岼茶屋 
三和町岼地区サロン 福知山市災害ボランティアセンター 11月 

（土） 
19日 10月 

（土） 
29日 

　「地域で集まれる喫茶店のようなところがあったら
いいな～」という思いから、岼茶屋をつくられました。 
　今回は、からだの芯からあたたまる『芋煮会』。
それに加え、大きなおはぎや柿ジャムを添えたパンケーキを
地域の方たちがつくって持ち寄り、パーティーのような
サロンになりました。 
　地域の皆さんにとって心温まる大切な“茶屋”となって
います。 

大江町蓼原自治会と協働訓練 

共栄中学校生と一緒にクリスマスゴミ拾い 

三和グループデイホームへ 
三和中学校から贈りもの 

西陵ふれあいいきいきサロン 12月 
（日） 
11日 11月 

（土） 
26日 

　『クリスマスに地域のゴミ拾いをし、美しい地域を
皆さんにプレゼント  』を目的に、但馬掃除に学ぶ会
さんが主催されているクリスマスゴミ拾いに、駅南
地域のサロンと共栄中学校生が参加されました。 
　“交流を深めながら、街を綺麗にできる”いい冬の
想い出となりました。 

土曜ひろば『もちつき大会』 
昭和地区福祉推進協議会・昭和小学校 

　資源回収による収益金より、衝立2枚をいただきました。
利用者さんのために、大切につかわせていただきます。 
　福祉活動に深いご理解を賜り、今回のご厚意に深く
感謝し、中学校へ感謝状を贈りました。 

　昭和学区では年に4回土曜ひろばが開催されています。
第3回は子ども会が中心となり、もちつき大会を開催
されました。土曜ひろばでは昔なつかしいコマや竹馬
遊び、プラバンづくり等子どもたちが好きなことを
選んで遊んだり学んだりできるように工夫されています。 
　今回は小学生、家族の方、民生児童委員さん等
約300名が参加し、寒い日でしたが力を合わせて
おいしいおもちがつけました。 

新 
　蓼原地区の方や福知山市災害ボランティアセンター
市民サポーター、社協職員がともに災害ボランティア
センター立ち上げ・運営訓練を行いました。 
　ボランティア受付から派遣まで、また、被災者ニーズの
把握等、一連の流れの中で災害時の適確な対応に
向けての確認を行い、有効な訓練になりました。 

ゆり たで わら 

ついたて 

せい  りょう 
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