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︵村岡区熊波︶

桜舞い散る青空のもとで︑
全員集合 ﹁乾杯〜♪﹂
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香美町香住区森31−1 香美町香住地域福祉センター内
TEL 0796−39−2050 TEL 0796−36−2758 FAX 0796−39−2150

４月２０日（土）村岡区熊波のさわやか広場で、お花見
会（シャクナゲ会主催）が行われました。
４３名の参加者がお弁当を食べ、カラオケ大会やビンゴ
ゲームを楽しみ、笑い声が会場に広がりました。
事の始まりは、荒神さんのお祭りでお参りをしてから、
「花見をしよう！」とそれぞれが食材を持ちより、おにぎ
りや煮しめを作って食べたのがきっかけで、当時からみな
さんに大変喜ばれてきました。
スタッフも次の世代へと受け継がれ、今年で１５回目と
なるお花見会。
代表の中村将志さんは「年々、戸数や人口は減少し寂し
くなる一方だけど、こうして何かをすると多くの方の参加
や協力がある。区民同士、親睦できる事は本当にありがた
く、素晴らしい！」と話され、参加者は「最高の花見日和
だったわ。今日もよ〜け笑ったわ」と口をそろえて話され
ていました。

社協一般会費のお願い・・・・・・・・・・・・・２〜３
すごいぞ！サロン活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・４
６月１日は善意の日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

柤岡「すこやか広場」芝植えボランティア募集 ・・・６
けいじばん・善意銀行だより・収集ボランティア ・・・７
村岡福祉まつり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
この広報誌は共同募金配分金の一部を活用し作成しています。
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香美町社会福祉協議会
会費のお願い
て︑社会福祉法に定められ︑全
国の市区町村と都道府県に設置
されています︒
社協には民間組織としての
﹁自主性﹂と︑広く住民や社会
福祉関係者に支えられた﹁公共
性﹂の2つの顔があり︑﹁住み
慣れた地域で安心して暮らした
い﹂という誰もが持っている願
いを実現するため︑お互いに支
え合うことを基盤として︑住民
ひとりひとりのニーズに応える
活動をしています︒
地域福祉は﹁住民主体﹂﹁住
民参加﹂が基本であり︑社協は
地域内の福祉的な困りごとにつ
いて改善や解決を図るため︑住
民の方々をはじめ︑関係者の参
加協力をいただきながら︑組織
的に活動しています︒
県下でも高い高齢化率と少子

化が顕著な香美町にとって︑介
護の担い手不足など︑数年来解
消されていない問題もあります︒
さらに︑買い物困難や生活困
窮など︑近年︑従来の法律や制
度では解決することが難しい困
りごとが増えてきています︒
それぞれの課題に対応するに
は︑地域の人々が互いに寄りそ
う活動が必要です︒
福祉は一部の人のものではな
く︑全ての住民に関わってくる
ことです︒
社協では︑住民主体の﹁ささ
えあい 安心して暮らせる まち
づくり﹂の実現を目指し︑いき
いきサロンなどのつどい場推進
活動︑ボランティアや福祉のこ
とを学ぶ機会など︑住民同士の
つながりづくりを通して︑﹁ふ
だんの暮らしのしあわせ﹂につ
ながる活動を進めています︒

活動の財源

その活動を財政的に支えるも
のに︑補助金や善意銀行の預託
金︑赤い羽根共同募金の配分金
などがあります︒

ビー玉ゲーム交流会

また︑それ以外に財政面での
重要な柱として会費制度︵一般
会費・賛助会費︶があります︒
会費には︑特に地域福祉活動
に参加していただくという意味
が込められています︒
このように香美町社協は︑地
域住民のご理解とご協力をいた
だき︑事業の展開に努めていま
す︒

▲ 脳トレ

社会福祉協議会とは
社会福祉協議会︵以下︑社
協︶は︑﹁地域福祉の推進を図
ることを目的とする団体﹂とし

▲ つどい場交流会
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賛助会費のお願い

検索

香美町社協

ホームページ http://www.kami-shakyo.org/

昨年度は賛助会費として２６
１件１︐２０６︐０００円のご
協力いただき︑福祉事業やボラ
ンティア活動の事業費として活
用させていただきました︒
心より厚くお礼申し上げます︒

本年度も賛助会員として︑本
会の目的にご賛同︑ご協力いた
だける個人︑法人︑事業所︑団
体様の募集をいたします︒︵8
月頃に郵便振込依頼書付きのチ
ラシをお届けいたします︶
皆さまのご理解とご協力をお
願い申し上げます︒

賛助会費は︑福祉事業への寄
附金として︑確定申告で控除対
象となります︒社協の各事務所
で証明書付きの領収書を発行い
たします︒︵郵便振込の方には︑
後日︑領収書を郵送させていた
だきます︒︶
※賛助会費は︑一口1︐000
円よりお願いしています︒

香美町社会福祉協議会 香住区（本
所）
（0796）３９−２０５０
村岡区（村岡支所）
（0796）９８−１０００
小代区（小代支所）
（0796）９７−２２０２

一般会費のお願い

地域や人々によって困りごと
は︑異なります︒それに対応す
るため︑香住区︑村岡区︑小代
区に事務所を設置︑運営してい
ます︒
事務所をそれぞれの区に設置
することで︑身近な場所で相談
ができ︑顔なじみの職員が地域
にお伺いする体制づくりができ
ます︒
※会費活用の内訳
○コピー機︑車両︑パソコンな
どのリース費用
○電話・切手などの通信運搬費
用やコピー用紙などの消耗品
費
○事務所などの光熱水費 等
平成 年度は５︐５９６世帯
の皆さまより︑１２︐０１６︐
４００円のご協力をいただき︑
ありがとうございました︒
30

本年度も6月から7月にかけ
て︑一般会費のお願いをさせて
いただきますので︑1世帯２︐
２００円の一般会費にご協力い
ただきますよう︑お願い申し上
げます︒
皆さまの会費は︑各事業の活
動拠点となる社協の事務所運営
費に活用させていただきます︒

▲ ふれあいいきいきサロン

『まずは社協に相談』

社協は（社会福祉協議会）は町民のみなさんの『困りごとの相談、
対応場所です』
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かせています︒囲碁ボールは頭
を使いながら身体も動かせ︑ま
た笑ったり︑とても健康に良い
と好評です︒
毎週開催することでみなさん
の健康状態や生活の様子も分か
り︑お休みした方の情報が把握
できます︒
●これから 気心の知れた人ば
かりなので︑ 歳の方も毎回楽
しみに参加されています︒若い
人たちにも参加してもらって︑
これからも元気で長く︑楽しく
続けていきたいです︒
●頻度 毎週一回︑水曜日に開
催しています︒
●スタッフ 老人会長を中心に︑
参加者全員が役割を持ち︑順番
で準備を行っています︒
●周知方法 決まった曜日の決
まった時間に開催するので︑特
に周知はしていません︒
●参加費 月１００円
●特徴 みなさん会場までは歩
いて来られます︒まずは体操を
してから︑囲碁ボールと茶話会
を楽しむのが定例です︒年に一
回は集落で﹁囲碁ボール大会﹂
を開催し︑お昼はみんなで食事
をしながらおしゃべりに花を咲

域も
人 も地 き
いきい
元気に

vol.29 大谷ふれあいサロン（小代区大谷）
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善意の日

6月1日は

月1日を﹁善意の日﹂と
しています︒
この﹁善意の日﹂のス
ローガンは﹁まず隣りか
ら広げよう 助け合い﹂
です︒
まずは︑ご近所さんで
つながりを意識し︑あい
さつや声かけから助け合
いの心を育む日にしませ
んか？

兵庫県と兵庫県社会福祉協議会では︑6月
1日を﹁善意の日﹂としています︒
善意の日ってなに？
﹁社会のためにつくした
い﹂﹁人のためにつくした
い﹂というのは誰もが持っ
ている気持ちですが︑実際
の行動に移すことは簡単な
ことではありません︒
他人から善意のこもった
行動や気持ちを受け取って
いるなと気づく瞬間も日頃
の生活であるのではないで
しょうか︒
兵庫県では︑県民ひとり
ひとりの善意や他人への思
いやりの気持ちをを結び︑
集め育てることによって︑
社会の中で﹁ふだんのくら
しのしあわせ﹂を感じられ
る︑明るい豊かな兵庫県と
なるよう︑昭 和 年から6
39

WANPUG

絆つなげる
ストップ・ザ・無縁社会 全県キャンペーン 明日へつながる
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兵庫県福祉人材センターでは︑福祉や介
護の仕事に携わりたい方の仕事探しを応援
するために相談の窓口を開設しています︒

会

場▶ ハローワーク豊岡（豊岡市寿町8-4）

会

場▶ 豊岡市社会福祉協議会 本所
（豊岡市城南町23-6 豊岡健康福祉
センター内）

☆県内ハローワーク巡回相談☆

開催日時▶ 偶数月の第３金曜日

いずれも問合せは兵庫県社会福祉協議会
福祉人材センターまで

兵庫県

兵庫県社会福祉協議会 兵庫県福祉人材センター
℡（078）２７１−３８８１

・資格も経験もないけど︑福祉の仕事がし
てみたい
・どんな資格が必要なの？
・ブランクがあるけど︑もう一度福祉の仕
事をしたい
・新たな職場に転職したいなど︑どなたで
もお気軽にご相談ください︒

開催日時▶ 毎月第２・４水曜日 13：00〜16：00

2019年度

豊岡で開催

☆福祉のお仕事相談窓口☆

香美町防災士会連絡会

また︑むらおかこぶし園の山
根直美施設長は﹁いざ︑地震が
起きた時︑職員が慌てることな
く︑落ち着いてご利用者様の命
や安全を確保できるよう︑この
機械を役立てていきたい︒機械
があることで︑いつ起こるか分
からない災害への心がけにもつ
ながると思う﹂と話されました︒

福祉のお仕事
相談窓口

WANPUG

緊急地震速報受信機贈呈式
令和元年5月 日︵金︶︑町
内の特別養護老人ホーム3施設
へ地震発生時︑自動でラジオが
放送されるFMラジオの受信機
が香美町防災士会連絡会︵藤原
道久会長︶より贈呈されまし
た︒
日頃から防災や減災などの啓
発・普及活動に取り組んでいる
同会が︑地震や津波への意識づ
け︑災害発生時でも落ち着いた
避難行動や身を守る行動をとり︑
地震や津波に対応できるように
と︑まずは災害時に避難などが
優先される福祉施設に設置され
ました︒
藤原会長は﹁今回の贈呈を
きっかけに︑災害時の対応など︑
皆さんが関心を持ち︑防災や減
災の取り組みが町内に広がれば
と思います︒地震を予測する機
械ではないが︑緊急地震速報を
聞けば︑身を守ったり︑心の準
備ができる﹂と話されました︒
10
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詳しくは社会福祉協議会本所
（電話 ０７９６−３９−２０５０）へ
お問い合わせください。

（受付は8:30〜）
〜場
所〜
柤岡すこやか広場グラウンド（村岡区柤岡）
※カーナビは柤岡キャンプ場か（0796）95-1109
で検索してください。
〜持 ち 物〜
移植ごて、手ぐわ、小バケツ、じょうろ、雨具、
手袋、水分など。
※作業のしやすい服装で参加してください。
〜内
容〜
柤岡すこやか広場グラウンドに10㎝ほど穴を掘
り、芝生ポッド苗を植えていただきます。
〜そ の 他〜
小雨決行ですが、荒天時の場合は7：00に放送で
ご連絡させていただきます。
〜問合せ先〜
芝生化実行委員 090-1599-8803（宅見）
sunrise̲since2012@yahoo.co.jp
主

催：柤岡区、柤岡あけぼの会

WANPUG

芝植えボランティア募集

令和元年６月１５日㈯ 9：0０〜11：30

柤岡区・柤岡あけぼの会では︑﹁柤岡すこやか広場﹂
の全面芝生化を進めており︑芝植え
にご協力いただけるボランティアを
募集しています︒
詳細は左記実行委員会へお問合せ
ください︒

〜開催日時〜
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「柤岡すこやか広場」

☆次回は６／５（水）午後１時３０分〜です☆

いと︑昨年 月から香住老人
福祉センターで︑﹁おしゃべ
りサロン﹂を始めました︒
月に１回︑気軽に集まり楽
しくおしゃべりをしています︒
毎回話に花が咲き︑時間は
あっという間に過ぎていきま
す︒世話役の山根正子さんは
﹁ゆっくり焦らず無理なく続
けたい︒﹂と話されていまし
た︒

サロン当日、お茶の準備や片付け、ちょっと
したお手伝いをしてくださる方を募集してい
ます。一緒に楽しい時間を過ごしませんか？

和気あいあいとおしゃべりサロン
話せる場

ある日突然︑視力を失って
しまったら⁝︒仕事や家事︑
娯楽︒それまで当たり前にで
きていたことが難しくなるこ
とがあります︒それでも前に
進むために︑ご自身の目の病
気と向き合い頑張っておられ
る方がおられます︒
香住区でも視覚障害当事者
の方が︑家から一歩出て︑和
気あいあいと話せる場が欲し

おしゃべりサロンでは
ボランティアを募集しています！
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社協のけいじばん
日

時

３日（月）

13:30 〜 15:00

６日（木）

13:30 〜 16:00

19 日（水）

12:00 〜 15:00

20 日（木）

13:30 〜 15:00

27 日（木）

9:30 〜 12:00

内

容

場

６月

所

備

考

みんなの家

参加費
100 円 / １人（菓子代）

香住老人福祉センター

無料（予約不要です。
会場へお越しください）

みんなの家

参加費
500 円 / １人

結婚相談
（ほっと HOT）

小代いこいの里

無料（予約不要です。
会場へお越しください）

結婚相談
（ほっと HOT）

村岡区中央公民館

無料（予約不要です。
会場へお越しください）

村岡老人福祉センター

無料（予約が必要です。
１人 30 分、先着６名）

認知症カフェ
「えんがわ」

（香住区七日市 249）

結婚相談
（ほっと HOT）

（香住区香住 1281-1）

かぁちゃん
食堂

28 日（金）

（香住区七日市 249）

（小代区忠宮 287）

（村岡区村岡 376）

法律相談

13:00 〜 16:00

（村岡区村岡 305-1）

各種相談は町内どこでも受けられます。
本所、各支所にお気軽にご相談ください。
※秘密は厳守します。
※相談はいずれも無料です。

古切手等の収集にご協力いただいた皆様

︵平成
年

４

月１日〜 日︶

載を控えさせていただきます。

31
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善 意 銀 行 だよ り

30

をご紹介します︒︵行政区順・敬称略︶

個人情報保護によりホームページ上での掲

古切手・ベルマーク・はがき・テレホン

上での氏名公開承諾を得ておりませんので、

カード

この記事につきましては、ホームページ

４
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昌平
恵一

ただきます。
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年

護によりホームページ上での掲載を控えさせてい

︵平成

木村 直規
橋本 初子
門浦 弘直
黒野 幹彦
吉津きよ子

田中小夜子
寺岡 義則
前田 幸男
岡澤マツヱ
西村 国博
野村六合司

邊見
田野

植垣米太郎

WANPUG

氏名公開承諾を得ておりませんので、個人情報保

︹香住区︺
境
㈱ハマダセイ
若 松 原 明子
香 住 香住ロータリークラブ
香 住 毛戸工業㈱
畑
青山 喜一
沖 浦 山本 八千子
︹村岡区︺
村 岡 金光教村岡教会
用 野 田中 好和
日 影 西村 計一
福 岡 小林 津貴子
大 野 大林 和子
長 板 藤村 要子
︹小代区︺
貫 田 中村 朝子
大 谷 田口 多津子
大 谷 長野 雅則

香美町社会福祉協議会
電話（0796）39-2050

この記事につきましては、ホームページ上での

谷岡千代子
衣類

問合せ先

香 住 区（ 本
所）℡0796-39-2050
村 岡 区（ 村 岡 支 所 ） ℡ 0 7 9 6 - 9 8 - 1 0 0 0
小 代 区（ 小 代 支 所 ） ℡ 0 7 9 6 - 9 7 - 2 2 0 2

皆様からのあたたかいご預託は社協の地域福祉活動に使わせて
いただきます。ありがとうございました。
○お名前は、預託者本人のご意向により掲載しています。
その他にも︑匿名で多くの方に
ご協力頂きました︒ありがとう
ございました︒

毎月、かぁちゃん食堂に多
くの方にお越しいただきあり
がとうございます。
チラシや案内には開設時間
を11：00〜15：00としており
ますが、12：00〜15：00に変
更させていただきました。
また、できるだけ
予約をしてからお越
しいただければ助か
ります。
ご協力、よろしく
お願いいたします。

香美町社会福祉協議会

香典返し
・香住区
一日市
香 住
七日市
隼 人
上 計
・村岡区
用 野
萩 山
板仕野
口大谷
和 池
川 会
・小代区
大 谷
大 谷
福祉の志
・小代区
新 屋
物品預託
・村岡区
市 原

お願い！

預託金合計
３１５︐０００円

かぁちゃん
食堂より

お問合せは
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村岡福祉まつり
〜みんなでつくろう福祉の輪〜
とき

６月 1 6 日（日）

ところ

村岡老人福祉センター

12：00〜15：30

ふれあいス
テージ
終了後に
花のプレゼ
ント！

ふれあいステージ
■ 村岡高等学校

13：30〜15：30

オープニング演舞 「南中ソーラン節」
■ 踊り同好会「鼓舞志」による傘踊り
◆ 講話◆

「つながれ 広がれ たんぽぽカフェ」
講師：山根 直美 氏（こぶし園施設長）

◆ 公演 ◆

マジックショー
出演：片山 幸宏 氏（村岡区入江出身）

こどもひろば
12：00〜15：00

■ お兄さん・お姉さんと遊ぼう〜♪

■ バルーンアート

ふれあいひろば

12：00〜13：30
■ 手話・点字体験 ■ 炊き込みご飯・栃もち販売
■ コーヒーコーナー ■ フリーマーケット
■ わたがし、
ポップコーン販売 ■ 健康チェックコーナー
各団体バザー ◆ ( 笑顔の森むらおか・村岡婦人共励会・サポートのぎく・手をつなぐ育成会 )
◆ 展示コーナー ◆ ( ボランティアグループ紹介・防災関連等 )
◆

駐車場はリハビリセンター横、または村岡地域局駐車場をご利用ください。
主催：村岡福祉まつり実行委員会 後援：香美町、香美町社会福祉協議会

