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村岡区味取 秋の作品展示会
味取体育館をメイン会場に毎年この時期、区民ご自慢の菊や農産物、手芸品、絵などを持ち
寄り展示会を開催しています。またお楽しみの親睦囲碁ボールが始まると一打ごとに拍手喝
采、外の風景は駆け足で冬に向かっていることを忘れるほどに体育館は熱気を帯びました。
岡本一正区長は「歴代の役員が知恵を絞って30年以上続けてきた。年々高齢化しており集落
の伝統を継承していくことは難しいが、若い世代を育成して区民が集う場を残さなければなら
ない」と話されました。
介護保険事業所紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・２〜３
１１月は児童虐待防止月間 ・・・・・・・・・・・・３
いきいきサロンで「住民歴書」実施中！・・・４

ボランティア交流会・ふれあい旅行 ・・・５〜６
けいじばん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
成人式振袖展示・予約会 ・・・・・・・・・・・・・・・８
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介護保険事業所紹介
香美町社協の

●身体介護
排泄・食事・入浴・外出時などの介助
●生活援助
調理・掃除・洗濯・買物などの家事

【障害福祉サービス】

寝たきりでなくても︑介護を
続けていると︑家族にとって
精神的︑身体的に大きな負担
となります︒
﹁ヘルパーに来てもらうお
かげで︑自宅で穏やかに暮ら
せることが幸せ﹂と︑お客様
の笑顔を見ることが︑ヘル
パーの励みとなっています︒
社協では︑デイサービス︑
ヘルパーやケアマネジャーを
通じて︑介護や自立を支える
ことで︑住み慣れた所で︑い
つまでも安心して暮らすため
のお手伝いをします︒

い︑そんなお客様の思いにこ
たえます︒

香住ふれ愛介護センター

（訪問介護・訪問入浴事業所）

（香住地域福祉センター内）

☎ ０７９６-３９-１２７５

▲ 室内にセットされた浴槽

訪問入浴サービス事業所

お問い合わせ・詳細につきましては
下記へご連絡ください

ヘルパーと看護師が家庭を
訪問し︑ベッドの横で浴槽を
セットして︑入浴介護を行い
ます︒移動が少ないため︑身
体への負担も少なく︑安全に
入浴を行うことができます︒
看護師が入浴前後に血圧・脈
拍・体温の測定を行い︑安
全・安心で︑迅速に気持ち良
く入浴をしていただけるよう
心掛けています︒
寝たきりになっても︑安全
に︑安心してお風呂に入りた

村岡訪問介護事業所（村岡老人福祉センター内）
☎ ０７９６-９８-１０００

または、担当の介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）にお問い合わせください。

gggggggg

●居宅介護
身体障害者・知的障害者・障害児の方
を対象
●行動援護
障害程度区分３以上、知的障害等によ
り行動上困難を有する方を対象にした
サービス
●同行援護
視覚障害による移動困難な方を対象に
したサービス
●移動支援
障害者（肢体障害、知的障害、精神障
害の方、障害児は小学生以上）の屋外
での移動が困難な方を対象にしたサー
ビス
●訪問入浴
重度障害者で、自宅のお風呂に入るこ
とができない方が入浴できるサービス

訪 問 介 護 事 業 所

【介護保険サービス】

ヘルパーは︑家庭に訪問し
て︑介護や自立のお手伝いを
します︒
お客様のこれまでの生活︑
気持ちを一番に考え︑ご本人
が暮らしやすい状態にするこ
とを心がけています︒また︑
ご本人やご家族の変化に気を
配り︑言葉に表れない困りご
とをキャッチできるように努
めています︒
家族だけで在宅介護を支え
ることは困難です︒認知症や

訪問介護・訪問入浴サービス事業所
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新 事 業

産前産後ヘルパー派遣事業

象

妊娠中又は出産後に体調不良等のため︑
家事や育児が困難な世帯にヘルパーが訪
問し︑家事や育児を支援します︒

対

町内に住所を有する在宅の方で︑次の
要件を満たす方の家庭
⑴ 心身の体調不良等のため家事や育児
を行うことが困難で︑昼間の家事育
児を手伝う者がいない養育者︒
⑵ 妊娠中又は産後概ね１年以内にある
方

利用期限

母子手帳交付時から出産後概ね１年間

派遣内容

調理︑洗濯︑掃除等の家事や授乳︑沐
浴の手伝い等育児に関するサービス

利 用 料

１回あたり２時間以内４００円︵ただ
し︑生活保護世帯・町民税非課税世帯は
無料︶

お問い合わせ・詳細については

香美町健康課
電話 ０７９６ ー３６ ー１１１４

▲ 村岡訪問介護事業所のヘルパー

▲ 香住ふれ愛介護センターのヘルパー

ggggggggggggggg

11月は児童虐待防止推進月間

虐待から子どもを守りましょう！
◇虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときには、ためらわず
に市町の窓口や豊岡こども家庭センターに連絡（通報）してくだ
さい。
◇匿名でもかまいません。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
◇児童虐待の通告は、守秘義務違反になりません。

見逃さないで！

虐待のサイン！

□不自然な傷や打撲の跡 □おどおどしている □表情が乏しい
□着衣や髪の毛がいつも汚れている
□親をさけようとする

など

「虐待かな」と思ったら…

○香美町福祉課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０７９６−３６−１９６４
○豊岡こども家庭センター ・・・・・・・・・・・・・ ０７９６−２２−４３１４
○児童虐待防止24時間ホットライン ・・・・・・・ ０７９６−２２−９１１９
○児童相談所全国共通ダイヤル ・・・・・・・・・・ １８９（いち・はや・く）

お問い合わせ

豊岡こども家庭センター ０７９６−２２−４３１４

いきいきサロンで

﹁住民歴書﹂
住民歴書は︑自分自身の暮
らしを振り返る作業です︒
﹁子どもの頃の楽しかった遊
び﹂や﹁昔︑得意だったこ
と﹂から出し合っていきます︒
子どもの頃のことや得意だっ
た話はみなさん童心に返って︑
いきいきと笑顔で話してくだ
さいます︒
﹁自慢のお宝﹂や﹁得意な
こと﹂﹁生活の中で楽しみに
していること﹂﹁余暇の過ご
し方﹂﹁日課﹂なども出し合
います︒自分自身のことを周
りの人に伝えることで︑存在
が認められていきます︒
﹁近所の友だちとのおしゃ
べりが楽しみ﹂﹁毎日ウォー
キングをしとる﹂﹁畑仕事や
草取りが日課だな﹂﹁家事は
毎日しとるなぁ﹂などたくさ
んの話が出てきます︒おこが

楽しみながら豊かな気持ちに
見守り・支え合いのつながりづくりにも
香美町社会福祉協議会は︑
超高齢社会の中でいくつに
なっても﹁豊かさ﹂と﹁安
心﹂を感じながら暮らしてい
けるように︑いきいきサロン
等で住民歴書を実施していま
す︒

▲ ほっとサロン（香住区無南垣）

ましいと言って得意なことを
言いにくい人も︑﹁あんたぁ
上手に野菜作るがな﹂﹁料理
が上手だがな﹂など言ってく
れる人がいます︒みんながつ
ながっていき︑みんなが認め
合っていくことで心が豊かに
なっていきます︒
心が豊かになったところで︑
見守り・支え合いについて考
えていきます︒友だちとのお
しゃべりは︑見方を変えると
お互いの見守りにもなります︒
閉じこもり防止の観点からは︑
いきいきサロンと同じ効果が
あります︒ウォーキングも周
りの様子を意識しながら歩く
と見守り活動にもなります︒
支え合いは﹁できること︵今
していること︶﹂の交換とし
て考えます︒普段しているこ
とや得意なことを出し合い
﹁ちょっと手伝って﹂という
形にして支え合いにつないで
いきます︒
参加者の皆さんは﹁楽し
かった﹂﹁元気になった﹂
﹁また続きをしよう﹂などい
きいきとした表情で話してく
ださいます︒
これからの時代は﹁つなが
る﹂を意識しないと﹁気にな

住民歴書は︑いきいきサロ
ンや老人クラブの集まりなど
で実施したいと考えています
ので︑みなさまのご参加をお
願いいたします︒

る﹂﹁気にかける﹂は生まれ
ない時代ともいわれています︒
﹁見守り﹂﹁支え合い﹂をつ
くる時代になってくるのです︒
住民歴書を活用して︑まず
は一人ひとりが元気になって
いただき︑そしてそれぞれの
集落に合った見守り︑支え合
いを作り上げていきます︒

▲ 八井谷ひわまりの会（村岡区八井谷）
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ボランティア交流会

香美町ボランティアセンター
では︑去る 月１日︵土︶海山
交流事業の一環として︑香美町
小 代 区 新 屋 に あ る ”と ち の き
村“で﹁ボランティア交流会﹂
を開催しました︒
この交流会は︑香美町内で
﹁困った時はお互いさまの意識
づくり﹂を目的に実施し︑ 人
の参加がありました︒
今回は︑冬の除雪ボランティ
アの広がりに向けて︑雪国の実
情を知っていただくために︑除
雪ＤＶＤの鑑賞や新屋区長の田
野新一さんから︑豪雪地域の冬
の暮らしぶりを伺いました︒ま
た︑今は除雪作業もなんとか集
落内で出来て
はいるが︑高
齢化が進んで
いることと︑
昔のように近
隣住民同士の
関心が持てな
くなっており
近い将来除雪
活動も難しく
なることが想
定されている
と︑地域の現
状もお話しい
10
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所：小代区内

平成29年

ただきました︒さらに︑村芝居
を数年前から復活させるなど︑
村づくりについても熱く語って
いただきました︒
その後︑八反滝への散策︑雪
かきカルタを通して︑海と山で
暮らす住民同士が交流し︑参加
者同士のつながりを深め︑新た
なボランティアの広がりの希望
を伝えることができました︒

所：村岡区内

２月４日（土）場
２月11日（土）場

時：平成29年

日

参加者の中から﹁実際に区長
さんの話を聞いて︑協力するこ
との大切さを考えました﹂﹁ぜ
ひ除雪活動に参加させていただ
きたい﹂と冬に向けて頼もしい
感想が聞こえました︒
▲ 雪おろし後の雪の始末が大変です。

▲ 雪かきカルタで、雪かきのコツを楽しく学びました。

除雪ボランティア募集のお知らせ！！

集合場所：香美町村岡地域局 受付時間：午前10時〜10時30分
内
容：高齢者宅の除雪作業
（玄関から生活道までの雪かき）

活動時間：午前11時〜午後３時まで

※実施までに期間がありますので、積雪状況により内容を変更すること
があります。詳しい内容・募集については開催日が近づきましたら、
再度社協だより・チラシ等にてご案内いたしますのでご了承ください。

６

月 日︵日︶〜 日
︵月︶に︑第 回香美町ふれ
あい旅行が実施されました︒
この旅行は︑ふれあい旅行
実行委員会が中心となって︑
車いすが必要な方や障害のあ
る方など日頃出かけにくい方
にも旅行を楽しんでいただく
ために︑平成元年から続けて
いる活動です︒
今回は 人の方々が参加さ
れ︑福井県山代温泉に行って
きました︒
一日目は︑若狭フィッ
シャーマンズ・ワーフで︑新
鮮な魚を使った料理を頂いて
から︑若狭歴史博物館を見学
し︑夜は実行委員さんたちが
趣向を凝らした出し物に︑参
加者全員が盛り上がりました︒
参加された方々は口々に︑
﹁楽しい宴会だった︒楽しい
時間はあっという間に過ぎる
ね﹂と話されていました︒
二日目は福井市にある大安
禅寺で︑和尚さんによる﹁い
きいき法話﹂を受けた後︑名
残を惜しみながらの帰路とな
りました︒
10
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実行委員長の田村高春さん
は︑﹁この旅行の経験から︑
健常者・障害者・高齢者等地
域で暮らしておられる方々が︑
自然と共に手を取り合い︑笑
顔で過ごせる日々が一日でも
多くあることを願っています︒
今後も皆様の意見を組み込
みながら︑楽しい旅行を企画
していけたらと考えています︒
一人でも多くの参加をお待ち
しております﹂と話されまし
た︒

ＳＵＭＭＥＲ︐
ＡＧＡＩＮ

紅葉狩りにはちょっと早い
ので︑季節を巻き戻してひま
わりの鑑賞に行ってきました︒

日高町上郷では︑秋にもひ
まわりを栽培しており︑この
日がちょうど見頃︒皆さんひ
まわりのように︑キュートな
笑顔になりました︒

７

お知らせ

ほっとHOT（結婚相談）

民生委員・児童委員による「心配ごと相談
所」は、平成28年11月30日をもって終了しま
す。
今後の相談対応については、平常の社協業務
の中で、相談内容に応じ関係機関や相談機関に
おつなぎしますので、社協本所・支所へお気軽
にお問い合わせください。
町民の皆さまには、大変ご迷惑をおかけいた
しますが、何卒ご理解いただきますようお願い
いたします。
社会福祉法人
香美町社会福祉協議会

と き：12月８日 ㈭ 13：30〜16：00
ところ：香住老人福祉センター
と き：12月15日 ㈭ 13：30〜16：00
ところ：小代いこいの里
と き：12月18日 ㈰ 9：30〜12：00
ところ：村岡区中央公民館

弁護士相談

と き：12月27日 ㈫ 13：00〜16：00
ところ：香住老人福祉センター
ところ：谷垣竹夫弁護士

相 続・遺 言 相 談

と き：12月６日 ㈫ 13：30〜16：00
ところ：香住老人福祉センター
ところ：豊岡公証役場 公証人

お問合せは

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。

香美町社会福祉協議会

本
所 ℡0796-39-2050
村岡支所 ℡0796-98-1000
小代支所 ℡0796-97-2202
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月１日〜 日︶
︵預託順・敬称略︶

正芳
直
一正
元雄
正明

純子

清川登志子
渡邉 多莫
戸田 隆博
池本
均
北村 昌義
佐藤 大輔
柴山 義正
村瀬
博
山本 浩司

藤田
浅田
岡本
大岸
田中

辺見

㎏

尾崎せりな

金光教 村岡教会

もち米

10

31

善意銀行だより

︵平成 年

香典返し
・香住区
矢 田
沖 浦
香 住
七日市
若 松
一日市
上 計
沖 浦
下 浜

取
須
野

・村岡区
口大谷
原

味
長
用

・小代区
大 谷

岡

福祉の志
・村岡区
境

村

物品預託
・香住区
匿 名

預託金合計
３８１︐０００円

○ お名前は︑預託者本人 のご
意向により掲載しています︒

30

心配ごと相談所の
終了について

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。
︵平成 年

古切手等の収集にご協力いただいた皆様
をご紹介します︒ ︵預託順・敬称略︶

10

月１日〜 日︶

行政書士中村悟事務所

松森 貴美子
㈱ソクチ
ハマダセイ㈱
白鳩書房

株式会社中村建設

幸恵
由紀子

橘法務行政書士事務所
香住ロータリークラブ

浅田
田中

一代
光子
きよ子
まつ子

古切手・ベルマーク・はがき・テレホン
カード

浦
住

境
住
柄
住
住
住

︹香住区︺

沖
香

香
守
香
香
香

岡

原

︹村岡区︺

村

︹小代区︺

今西
井上
田野
井上

31

茅 野
広 井
新 屋
鍛治屋

日〜 日受付分︶

1

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︒

月

天良チカ子

山田事務機

古岡安生

10

ありがとうございました

▼味取

▼新屋

▼豊岡市

賛助会員︵平成 年

村岡区

小代区

香美町外

ＴＡＣワークス

累計２３７件 ８２８︐
０００円

ご協力ありがとうございました︒

※お名前は︑ご了解を得た方のみ掲載させ

ていただいています︵敬称略・順不同︶

28

28

31

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

成人式振袖展示・予約会

日 時
場

所

平成29年

１月14日㈯〜15日㈰ ９：00〜18：00
香住老人福祉センター

ブライダルショップ
ＴEＬ・FAX

香住区香住1281-1

ドリーム

0796-36-2800

〜その他の衣装のご予約も承っております〜

アクセス
香住老人福祉センター
ブライダルショップ
駅前コミュニティー
センター

フレッシュ
バザール

ドリーム
香住第一中

文

香美町役場

至 村岡・小代

◎貸衣装事業の収益は全て、香美町社会福祉協議会の地域福祉事業に使わせていただきます。

ブライダルショップ「ドリーム」
㈰〜㈮ 8：30〜17：15営業 ℡ 0 7 9 6 - 3 6 - 2 8 0 0

卒業式衣装予約受付中！！

