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　長田段では、女性部主催の防災訓練が行われ、福知山公立大学の学生ボランティアとともに参加しました。
　訓練では、消防団下六分団によるもしもに備えた防災のお話、京丹後市の防災教育マスター 安田さんによる湯煎で
つくる鯖缶カレー（ここでは地域の男性参加者が大活躍）、社協による段ボールトイレと新聞紙食器づくり等が行われ、
地域の方とともにさまざまな防災に関する体験をし、互いに学びを深めることができました。
　社協では、このような地域行事等に出向き講座を行っていますので、お声かけください。

地域の防災力地域の防災力

長田段 防災訓練
おさ  だ  だん
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ごあいさつ
市民とともに志を磨き活動する社協をめざして

　平成最後の年がスタートして２ヶ月近くが過ぎようとしています。

　今日の社会情勢を見ますと、まさに「混迷の時代」という言葉が当てはまり、ややもすると激しい
動きに目が取られがちですが、そういう時ほど変化に対する集中力を高めて、本質を見極める必要が
あります。
　戦後の混乱が治まらない時代に社会福祉協議会が創設されて66年が過ぎましたが、福祉社会を展望し
努力してこられた先人の志に思いを馳せ、これからの地域福祉を切り拓く志を磨くことの大切さを改めて
感じています。
　少子高齢化や人口減少、家族の変容が進む中で、複合化したさまざまな地域課題が生じています。
　このような中、身近な地域課題に対し、互いに支え合い、助け合いながら、住み慣れた地域で生き生きと
共生できる社会を実現するため、昨年策定しました「第３次地域福祉活動計画」を柱として、

志を磨きつつ、市民の皆様とともに福祉のまちづくりに取り組んでまいりますので、変わらぬご支援・
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人  福知山市社会福祉協議会

会　  長 松　田　　規

審査結果

ありがとう

３行ポエム
◆小学5年から6年の部
【応募作品総数：304作品】

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞

福知山市立昭和小学校
6年　上田 安純

福知山市立夜久野小学校  6年　須藤 穂花

「おかえりなさい」

いつもこの一言だけで

うれしさいっぱい

「おはよう、いってらっしゃい」 
いつも笑顔で声をかけて下さり　
その一声で元気に一日がはじまります

◆中学生の部
【応募作品総数：242作品】

【応募作品総数：7作品】

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞

福知山市立大江中学校
1年　髙橋 美里

福知山市立成和中学校  1年　廣岡 勇世

私の町は笑顔あふれる町
「おはよう」や「お帰り」を
いってくれる
やさしい地域の人たち
いつもありがとう

一言で　気持ちを変える　地域の温もり

優秀賞優秀賞 福知山市立成和中学校  1年　松井 優奈
登校する時に必ずきく言葉　「おはよう！気をつけてね」といってくれて私の心
大喜び。おばあさんの一言で大きな力にかわって一日がんばることができる。

優秀賞優秀賞 福知山市立大江中学校  1年　倉橋 夢羽
洪水の日に地域の人と助け合い　どろどろだった地域が綺麗になって
みんなの心もきれいになる　そして発した言葉が「ありがとう」！

◆一般の部

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞

田中 利枝

内田 松江

私は一人暮らし

御近所は優しい人達

何時も感謝の毎日です

近所のみなさん　地域のみんさんありがとう　おかげで元気に暮らしています
ほんとにほんとにありがとう。 もったいない

優秀賞優秀賞 根垣 万里子
年齢を重ねた人の姿は美しい　その顔は自信に満ちています
その生き方に元気をもらっています　ありがとう！！ いつまでもお元気でいてください

優秀賞優秀賞 西邑 凪紗
「おはよう」 「よし！」 「おかえり」 「ホッ」 言葉と気持ちでつながるうれしさ

優秀賞優秀賞 福知山市立昭和小学校  5年　眞下 デイン
こごえる寒さでもあせが出るくらい暑くても毎朝
見送ってくれる。休んだ日も心配してくれて感謝

優秀賞優秀賞 福知山市立昭和小学校  5年　植田 匠真
「また来てーよ、大好きだよ」といつも帰る時に
ギュッとしてくれる82才のひいおばあちゃん
ぼくは、ギュッとだきしめてくれるのが
いつもうれしかったよ。
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みわの集い 福知山ボランティアまつり

ボランティア活動の輪がさらに広がるよう、登録ボランティアによる
活動紹介や作業療法士 大久保さんの講演・リハビリ体操を行いました。

地域施設 清和会みわの協力による寸劇や「認知症を知ろう！」を
テーマに三和地域３箇所にて講座を開催し、認知症についての
学びを深めていただきました。

認知症を知る講座

11/11（日）

ささえあいパートナー 協力者養成講座

現在活動されている協力会員からの活動報告のあと、あそびの工房
もくもく屋の田川さんに、ささえあいの大切さについてのお話を
いただき、新たに協力者として５名の方が登録されました。

サロン活動の参考になるお話をあそびの工房 もくもく屋の田川さんにお聞きし、
また、サロンで取り組めるレクリエーションを参加者同士で行いました。

サロン交流・研修会 11/29（木）・30（金）

11/29（木）

老いじたくカレッジ

安心して住み慣れた地域で元気に暮らし続けるために
必要な食事・健康等に関する内容の４回講座を開催しました。

大江町にお住まいのひとり暮らし高齢者や中学生が地域の方と
ともに昼食をとられ、歌や踊り等の余興で楽しく交流されました。

は つらつ 会

12/7（金）

12/8（土） 三和グループデイホーム お楽しみ会

職員による余興をお楽しみいただき、手づくりの
クリスマスリースをプレゼントしました。

親子でリズム遊びをしたり、大型絵本を見たりして遊んだあと、
ピザを手づくりしながら、楽しく交流されました。

ファミ・サポ依頼・両方会員 交流会 1/17（木）

12/18（火）・19（水）

身体障害者交流会みわの集い

卓球バレーやビンゴゲーム、オールディーズの演奏を
聴いて交流されました。【共催：身障連三和支部】

今後の活動に向けて、各地区の取り組みや状況等を
社協の地区担当職員とともに話し合いました。

地域福祉活動連絡会議 【ブロック別】 2/1（金）

11/7（水）

11/15（木）・16（金）・19（月）

取り組み取り組み
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お知らせお知らせお知らせ

【日時】 平成31年3月2日（土） 13：30～16：00

【場所】 福知山市消防防災センター 防災研修室

【対象】 一般市民の方

【内容】 福知山市による災害リスクと自助・共助の

必要性のお話と、㈱植田瓦による屋根のブルーシート

張りの体験を行います。

【定員】30名（先着順）

 ★福知山市危機管理室との
　  共催事業です。

【お申し込み・お問い合わせ先】地域福祉課、権利擁護センター 　TEL 25－3211・FAX 24－5282

災害ボランティアセンター
市民サポーター養成講座

　災害時、社協とともにセンターの運営を行って

いただく市民サポーターの養成講座を開催します。

【日時】 平成31年3月9日（土） 13：30～15：30

【場所】 京都府立中丹勤労者福祉会館 中会議室

【対象】 一般市民の方

　　　【内容】 過去の災害経験を活かしたセンター

　　　運営のお話やワークショップを行います。

防災講座
～きっと役立つ、日ごろの備え～

ご参加・ご利用ください

弁護士も参加しますので、日ごろの悩みや
疑問について相談してみませんか？ 

　市内で親族の成年後見人・保佐人・補助人として

活動をしておられる方が集い、情報交換をされる交流会を

開催します。

【日時】 平成31年3月5日（火） 13：30～15：30

【場所】 市民交流プラザふくちやま 会議室3-1

　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

よくわからなかったり、日常的な金銭管理をしたり

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。

★権利擁護センターまでご相談ください。

～高齢の方や障害のある方へ～

福祉サービス
利用援助事業

前日までに要申込

前日までに要申込

前日までに要申込

　福知山市では、手話・朗読等の奉仕員養成講座が

開催されており、入門体験として開催します。

【日時】 平成31年3月7日（木） 18：30～20：30

【場所】 市民交流プラザふくちやま 会議室3-3

【対象】 一般市民の方

【内容】 手話または朗読（音訳）体験の

どちらか選んでいただきます。

【定員】40名

【申込締切】平成31年2月25日（月）

 ★地域福祉課（ボランティアセンター）まで

　 お申し込みください。

ボランティア入門講座

【日時】 平成31年3月14日（木） 13：30～16：00

【場所】 市民交流プラザふくちやま アトリエ

【対象】 市内にお住まいの肢体に障害のある方

【参加費】100円

【申込締切】平成31年3月8日（金）

肢体障害者のつどい

紙粘土で貯金箱をつくってみよう♪

親族後見人等交流・相談会
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 寄付金
福知山市ゲートボール協会
中島敏己(夜久野町井田)
藤田正博（三和町菟原下）
大槻守衞(広峯町)
京都北都信用金庫三和支店
山本英樹（三和町台頭）
真如苑福知山
渡辺誠（三和町千束）
横田建築 横田政夫
足立由香理
匿名の方【1名】
 古切手
株式会社福知山さく泉
金谷地区福祉推進協議会
井上株式会社
南天田老人クラブ
平野町四ツ葉会

塩見守（内記）
大槻守衞（広峯町）
福知山市ゲートボール協会
村瀬初枝（正明寺）
シゲ美容室
塩見勝美（中）
福知山市ゴルフ協会
大槻知栄子（田野）
福知山市上下水道部
下垣典子（篠尾）
日本基督教団福知山教会
北陵興業（株）
岡ノ上老人クラブ
株式会社高見組
小橋美薗（北栄）
（株）藤本工務店
NTT労組退職者の会
グリーンビラ夜久野

長田野工業センター
有限会社丸徳建築
株式会社石坪
 テレホンカード・図書カード・はがき 等
西田文夫（裏ノ）
大槻守衞（広峯町）
福知山市ゲートボール協会
的場一二（猪崎）
田中光治（前田）
岡ノ上老人クラブ
匿名の企業【1社】
 物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 等）
塩見守（内記）
大槻守衞（広峯町）
下垣典子（篠尾）
長町長寿会 桐本明
株式会社石坪

【ご氏名・ご住所のみご紹介させていただきます】

善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました
平成30年
10月1日～12月31日
（敬称略・受付順）

寄付金のお願い
社協では、福祉事業推進のために、多くの方から善意（現金や物品等）のご寄付をいただいています。
寄付金は、安心生活見守りキーホルダーの配布やふれあいいきいきサロン活動等の
誰もが安心して暮らせる地域福祉の推進事業に活用させていただいています。
皆様のあたたかいご理解、ご協力をお願いします。

ご協力ありがとうございました

市民の皆様からお寄せいただいた募金は、公募により、市内の高齢者見守り活動や
交流イベント等の地域福祉活動に配分させていただきます。

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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赤い羽根共同募金の配分金を活用し、
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

福知山城

福知山市総合
福祉会館

至京都
至大阪

福知山駅

風
呂
敷
リ
ュッ
ク

子
ど
も
遊
び

新聞紙グッズ（食器、スリッパ）

段ボールベッド

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14回

ふっ き さい

 い  ざきぶん か さい

公立大学の文化祭（福桔祭）に、公立大学と
社協によるものづくりカフェを出展しま
した。防災グッズづくり体験や防災食の
試食、また、地域の子どもたちと一緒に
学生が考えたゲームをして遊びました。
カフェの運営には、地域サロンの方に
お手伝いいただき、たくさんの方へ
おもてなしすることができました。

　社協では、市民の皆様にご協力いただき、
安心して暮らせる心豊かな地域づくりに
取り組んでいます。
　そこで、昨年度より大学生とともに市内の
地域福祉活動を学ぶという大きなテーマでの
取り組みを開始し、福知山公立大学１回生の
授業において、実際に学生が地域の方と関わり、
一人ひとりの思いや意欲を地域福祉活動に
繋げられるよう地域連携事業を実施して
います。

猪崎自治会主催の猪崎文化祭に、
地域施設 三愛荘とともに出展させて
いただきました。三愛荘はポップ
コーンを配布され、公立大学と社協は
防災グッズ（新聞紙グッズ・風呂敷
リュック等）づくり体験、また、
介護相談を行い、地域の方たちと
交流を深めることができました。

防 災
～日ごろの備え～

居場所づくり

Cafe with 三愛荘

Cafe in 福知山駅北口公園

福知山公立大学・福知山市社会福祉
協議会  地域連携事業

猪崎文化祭

福桔祭 12月
（土）
1日

11月
（日）
18日
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