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グラウンドゴルフクラブ（小代区）

社会福祉協議会が小代区で運営している「いこいの里」は、高齢者の心と体の元気づくりの
拠点です。地区利用の他にクラブ活動を実施しており、その中の一つグラウンドゴルフクラブ
は、春から秋にかけてグラウンドゴルフ、冬は囲碁ボールを行っています。
グラウンドゴルフと囲碁ボールの良いところは、上手、下手関係なくみんなで楽しむことが
できること。そして回数を重ねることによって技術が向上すると言われています。
参加者のみなさんは、「グラウンドゴルフをするとかなり歩きます。私の健康の秘訣です」
「囲碁ボールは偶然性があるのでおもしろいですよ」と笑顔で話してくださいました。
グラウンドゴルフも囲碁ボールも、初心者からベテランまで一緒になって楽しみながら健康づ
くりができます。参加を希望される方は社会福祉協議会小代支所までご連絡ください。
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男

新年 のごあいさつ
培

香美町社会福祉協議会

田

ます重要となり︑社会福祉協
議会の果たすべき役割も大き
くなっています︒
この度︑私ども社会福祉法
人がより所としている社会福
祉法が大幅に改正され︑本年
４月１日より本格施行されま
す︒改正社会福祉法では︑社
会福祉法人のガバナンスの強
化︵経営組織のあり方の見直
し︶︑経営内容の透明性の向
上並びに財務規律の強化等が
求められているところであり
ます︒
当協議会におきましても︑
新年度より体制の見直しを図
り︑第３次地域福祉推進計画
の基本理念である﹁ささえあ
い 安心して暮らせる まちづ
くり﹂の実現に向け︑﹁小地
域福祉活動﹂の推進等幅広い
地域福祉推進事業に取り組ん
でまいります︒
本年も︑役職員一丸となっ
て︑地域の皆様とともに︑地
域に密着した活動を積極的に
展開してまいりますので︑一
層のご支援︑ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます︒
最後に︑皆様のご多幸とご
健勝をお祈りし︑新年のごあ
いさつとさせていただきます︒

新しい理事が
選任されました

事

井

也

︵香住区訓谷︶

哲

︵敬称略︶

月 日に開催された︑
第 回評議員会において︑
次のとおり理事の選任が
行われましたので︑報告
します︒

理

福
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太

さて︑我が国は︑少子高
齢・人口減少社会を迎えてお
ります︒２０２５年には団塊
の世代が後期高齢者となり︑
独居高齢者・高齢者世帯は︑
更に増加すると予測されてい
ます︒また︑老老介護や認知
症者の増加も見込まれており︑
介護保険制度の有効活用とと
もに︑地域住民による支え合
い活動が重要となってまいり
ます︒
香美町における高齢化率は
％で︑県下でも２番目とい
う高率になっており︑核家族
化の進行と相まって家庭での
介護力の低下が懸念されてい
ます︒
このような状況の中で︑住
民の福祉ニーズの増大︑多様
化により地域福祉事業はます
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会 長

新年明けましておめでとう
ございます︒
皆様におかれましては︑輝
かしい新春を健やかにお迎え
されたことと︑心よりお慶び
申し上げます︒
旧年中は香美町社会福祉協
議会の事業運営並びに地域福
祉活動の推進に対しまして︑
温かいご支援とご協力を賜り︑
心より感謝申し上げます︒

37.9
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◀ 福祉委員会では︑生活道の確
保に支援が必要な人の把握︑情
報共有をしています︒

●今年度の動き
積雪が予想される２月に
除雪ボランティア事業を実
施するにあたり︑町内海山
交流の視点から︑雪の無い
地域から豪雪地帯への助け
合いの流れを作るため︑
月に香住地区内の青壮年
会に説明会を開催しました︒
更に年明けから香住区内店
舗にポスターを掲示させて
いただくなどの取り組みを
しました︒
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克雪体制づくりの推進
平成 年度から︑香美町内の交流を目的に︑海山交流事
業を推進しています︒夏は海岸清掃ボランティア︑秋は雪
国の日常生活を知っていただく交流会を実施してきました︒
これから迎える冬季積雪期間は︑除雪ボランティア事業
を実施します︒
●今までの動き
村岡区︑小代区では︑積
雪により︑玄関から道路ま
での生活道を確保するため︑
除雪が必要となります︒
しかし︑過疎化︑高齢化
に加え︑小規模集落が増加
してきており︑高齢化率５
０％を超える集落もありま
す︒集落内の助け合いだけ
では︑除雪が困難になりつ
つあり︑﹁地域住民が住み
慣れた地域で安心して暮ら
すこと﹂を目的に︑除雪ボ
ランティア活動を行ってい
ます︒
また繰り返し活動を行う
ことで︑集落でのボラン
ティアの受入体制が構築さ
▶ 道路から玄関までの除雪は︑
れ︑住民の生活支援の一助
高齢者にとっては︑過酷な力仕
事です︒
となっています︒

また︑社協だより︑社協
ホームページでも︑すでに
ボランティア募集の発信を
しています︒

●これからの克雪体制
まだ５年目の除雪ボラン
ティア活動ですが︑情報発
信から除雪ボランティア活
動実施までの受入体制は整
うようになってきました︒
今後は︑生活に影響を及
ぼす積雪があれば︑集落の
依頼から１週間以内を目途
にボランティア活動を実施
できたらと考えています︒
そのためには︑集落での
福祉委員会で︑福祉・防災
マップを活用した除雪対象
世帯の把握が欠かせません︒
集落︑町社協︑町行政と
も協働して︑積雪による生
活課題の改善に取り組み︑
また町内での困りごとをお
互いに理解し︑協力し合え︑
地域住民が住み続けること
ができる﹁安心・安全な町
づくり﹂に取り組んでいき
ます︒

検索

除雪ボランティア募集

香美町社協

詳しくは
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居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）
介護サービスを利用したい…
申請

市区町村の介護保険係
認定

担当ケアマネジャーを決定

訪問・面接を行いご本人や家族の現状、
今後どう暮らしていきたいのか、細かく
お聞きします。

面接

ご本人、家族の希望とケアマネジャーの
専門的な視点を合わせ、ご本人の生活に
合ったケアプランを作成します。

ケアプランの作成
契約

サービスの利用
訪問

の
ケア プラン 更
変
見 直 し・

ケアプランを説明し、同意をいただいた
内容で、サービス提供を開始します。

モニタリング

﹁介護が必要になっても︑住み慣れた我が

家で安心して暮らしたい﹂そんな願いを実現

するため︑ご本人やご家族と一緒に今後の生

活を考え︑地域でのつながりも視野に入れ︑

福祉と医療・保健サービスを結ぶ架け橋とな

るのが︑ケアマネジャーです︒﹁認知症の症

▲ 左から竹中、蔵野、永田

状があるのに本人が受診を嫌がっている﹂

▲ 前列左から石原、岩槻
後列左から久保井、福田、西谷

﹁デイサービスを利用したい﹂﹁自宅の風呂

☎0796-98-1003 ☎0796-39-2626

は︑浴槽が深くて入りにくい﹂など︑介護に

居宅介護支援事業所

関することで疑問や悩み︑不安なことがあれ

※小代の方もご利用いただいています

香住ふれ愛介護センター

ば︑お気軽にご相談ください︒

村岡居宅介護支援事業所

サービスへのお客様のご要望、ケアプラ
ンの変更のご希望を、毎月訪問してお伺
いします。また、介護サービスに関する
情報提供や、本人、家族、事業所間、医
療機関などとの連絡調整も行います。

香住区 ケアマネジャー募集中！！詳しくは社協本所（☎0796-39-2050）
までお問い合わせください。
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あると感じています︒
そんな特徴や工夫︑活動さ
れている方の想いや参加され
ている方の想いなど︑職員だ
けが知っているのはもったい
ない︑どのサロンも素晴らし
い活動をされている︑もっと
たくさんの方にお知らせした
いと考えました︒
また︑夏に実施した集落福
祉活動研修会のアンケートで
は︑講師に聞いてみたいこと
に﹁サロンの進め方﹂を多く
の方が挙げていました︒福祉
活動を進める上で︑﹁情報交
換の場﹂や﹁情報提供﹂が必
要という声も多数ありました︒
職員がサロンを訪問した際に
は︑他のサロンの様子などを
尋ねられることも多く︑この
記事が情報提供になればと考
えています︒

このコーナーでは、各地区で実施
されているサロン活動について、
シリーズで紹介していきます。

いきいきサロン︵以下﹁サ
ロン﹂︶は︑閉じこもり防止
や介護予防︑仲間づくり︑見
守り活動など︑さまざまな効
果が期待される集落福祉活動
において重要なものです︒
香美町内には︑社協に申請
されているだけでも１０９の
サロンがあります︒サロンに
は決まった形がないので︑内
容︑時間︑頻度などはそれぞ
れの集落︑サロンで自分達に
合ったものを決めることがで
きます︒
職員が︑時々サロンを訪問
させていただいていますが︑
各サロンに様々な特徴があり︑
それぞれに工夫をされていて︑
どのサロンにも独自の魅力が

サービス方式︶
●特徴 ﹁みんなが主役﹂
喫茶サロン五輪の特徴は︑参
︵香住区訓谷︶
加者がお客さんになりきってい
ないところです︒サロン中は︑
区長さんを始め入れ替わり立ち
替わり︑スタッフも参加者も
色々な人が前に出て話をします︒
歌あり︑雑学あり︑体操あり⁝
それぞれが得意なことを披露す
る場にもなっています︒
また︑公民館に早く着いた参
加者は︑座布団を出したりお菓
子の準備を手伝ったり︑足の不
自由な方のサポートをしてくれ
ます︒
スタッフが手を出しすぎない
ことで﹁できることは自分たち
で﹂という雰囲気が生まれ︑役
割があることで︑みなさん生き
生きとされているように感じま
した︒
さらにサロン後にスタッフや
参加者が欠席者の様子を見に行
くこともあり︑見守り活動にも
なっています︒
●これから
﹁今後は︑サロン開催中でも
自由に出入りができて︑通りが
かった人でも入りやすい︑もっ
と開かれた場所にしていきたい︒
また︑住民の方が持っている力
を発揮できるように︑みんなで
作っていくような場にしていき
たい﹂と︑世話役の島田さんは
話してくださいました︒

喫茶サロン五輪

vol.1

●名前 喫茶サロン五輪
︵集落内に五輪塔があり︑会館
の名前も﹁輪﹂なので︑この名
前になった︶
●誕生 約２年前に誕生︒訓谷
区の福祉委員会の中で︑﹁つど
い場が必要﹂という話になり︑
その場で名前も決めてスタート
しました︒
●頻度 月１回 午後１時半〜
３時半︵日曜が多い︶
●スタッフ 区役員とボラン
ティアが 名ほど
●周知方法 前日に区内放送
●参加費 １００円︵参加者は
１００円を払って︑自分が飲み
たいものを自分で作るセルフ
10

域も
人 も地 き
いきい
元気に

6

やっとったな〜﹂と声がきこ
え︑ペーパーフラワーでつく
る﹁葉ボタン﹂は﹁懐かしい
なぁ︒昔はよく作ったなぁ﹂
とおしゃべりもはずみました︒
その後は完成品を愛︵め︶
でながら︑みんなでお菓子を
頬張り︑ほっと一息！あっと
いう間の楽しい時間でした︒
一年を通して体操を継続す
る元気デイサービスは︑体操
だけではなく︑お茶を飲みな
がら季節を楽しんだり︑昔を
回想しながらおしゃべりを楽
しんだりと︑皆さまの元気の
素になるよう︑これからも取
り組んでいきます︒
□□□□■□□□□■□□□

「クリスマス会」

元気デイサービス

元気デイサービスは︑毎週
１回︑対象者︵要支援１・２
の方・事業対象認定者︶の皆
さまと介護予防体操を行う事
業です︒
月は︑いつもと趣向を変
えて﹁クリスマス会﹂を各地
区で行いました︒

▲「ほれこうやって…」「は〜」
思い出しながらまた一興！

クリスマスらしく﹁リー
ス﹂とお正月に向けて﹁葉ボ
タン﹂つくりに挑戦しました︒
リースは赤と緑のフェルト
を︑ねじりコンニャクを作る
要領でねじ込んでいきます︒
指先を上手に使いながら︑
﹁子どもの時にはこんなん
やったことないわ﹂
﹁孫が小さい時にはいろいろ

▲ スコップ三味線に踊りも飛び出
し、芸達者揃い♪笑顔も◎

月には点字サークル﹁ス
バル﹂から４名の講師を迎え︑
点字体験も行いました︒生徒
からは﹁実際に体験して目の
不自由な方には︑点字が大切
な役割だと感じ︑また点字を
目にする機会も多いので︑
もっと知りたいと思いまし
た﹂などの感想が聞かれまし
た︒
▲ 点字サークル「スバル」による
点字学習

﹁困っている人がいたら︑
何とか助けたい﹂と思う気持
ちや﹁相手を思いやる豊かな
心﹂を育む福祉学習となるよ
う︑今後も学校と共に取り組
んでいきます︒
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村岡中学校 福祉体験学習

社会福祉協議会では︑将来
を担う児童・生徒たちに︑福
祉の学びを広げることを目的
に︑地域で活動されているボ
ランティアなどの協力を得な
がら︑福祉学習に取り組んで
います︒
福祉は特別なものではなく︑
自分たちに関係のあることと
認識してもらい︑自分にもで
きることを考えていくことを
学習のねらいとしています︒
今年度実施した村岡中学校で
の取り組みを紹介します︒
学年ごとに学習の主旨を事
前に学び︑身近な福祉課題に
自らが気付くきっかけづくり
をしたいという学校側の想い
から︑実技体験を実施しまし
た︒
まず６月にアイマスク体験
と車イス体験をしました︒生
徒は﹁私たちにとっては小さ
な事でも︑目の見えない方や
車イスの方にとっては不安に
感じられるので︑声かけをし
て少しでも情報を伝えていく
ことが大切だと思いました﹂
と話しました︒
12

村岡区

7

介 護 職 員
初任者研修！

10

おむつ交換も実践し

▲ 口腔ケア実践 受講者同士で、
歯ブラシの使い方を学びました。

10

12

した︒
受講生からは︑修了証を手
にし︑これから介護に役立た
せていきたいとの意気込みが
伝わってきました︒

▲ 介護実技
ました。

10
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▲ 修了式を全員で迎えました。

全員
員が
が修
修了
了し
しま
まし
した
た
名全

平成 年度は︑香住老人福
祉センターを会場に︑介護職
員初任者研修を開催しました︒
今年も 名の受講生を得て︑
９月から始まったこの研修
︵ヘルパー養成講座︶は︑
月 日に 名全員が修了証を
手にしました︒
受講生たちは︑﹁今︑就い
ている介護の仕事に役立たせ
たい﹂﹁少しずつ介護の仕事
に就いていきたい﹂など︑そ
れぞれが目標をもち︑１３０
時間の講習と評価をクリアし
ました︒
受講生同士の励まし合いな
どあり︑よいチームワークが
でき︑全員が笑顔の修了式で
27

熊本地震義援金の報告

平成28年新潟県糸魚川市における
大規模火災義援金

平成28年４月熊本地震で被
災されました方々へ心よりお見
舞い申し上げます。
皆さまからご協力いただきま
した義援金は、熊本県、大分県
へ10月末に送金いたしました。

平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大
規模火災により、多数の家屋が焼失する被害が発生し、
同日付で災害救助法が適用されました。
被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
このたび、香美町共同募金委員会でも、被災された
方々を支援するために義援金募集を行います。
皆さまの温かいご支援、ご協力をよろしくお願いい
たします。

熊本県へ
大分県へ

51，
948 円
7，
752 円

皆さまの温かいご支援、ご協
力、ありがとうございました。

受付期間

平成29年3月31日㈮まで

募金箱の設置

香美町社会福祉協議会

本
所 香住区森31-1 香住地域福祉センター
村岡支所 村岡区村岡305-1 村岡老人福祉センター
小代支所 小代区忠宮287 小代いこいの里

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

8

香住スポーツダンス
愛好会様から
寄贈いただきました！

ほっとHOT（結婚相談）

香住スポーツダンス愛好会様（小谷好男代表）
から、社会福祉協議会へ血圧計と調理器具ミル
サーをいただきました。
血圧計はホームヘルパーがご利用者様を訪問し
た際、健康チェックの一環として血圧測定を行い、
体調管理に役立たせていただきます。
調理器具ミルサーは、社協が運営しているグ
ループホーム「かがやき」で、入居者の身体状況
に合わせた食事づくりに活用させていただきます。

と き：2月9日 ㈭ 13：30〜16：00
ところ：香住老人福祉センター
と き：2月16日 ㈭ 13：30〜16：00
ところ：小代いこいの里
と き：2月26日 ㈰ 9：30〜12：00
ところ：村岡区中央公民館

弁護士相談

と き：2月21日 ㈫ 13：00〜16：00
ところ：香住老人福祉センター
担当者：與語信也弁護士
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。

お問合せは

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

▲ 心のこもったクリスマスプレゼントをいただきました。

年

行美
直弘
京都
廣子
正美
保治
義久
喜一
裕治
諭
誠

住夫

小林
山田
守山
中村
松森
西川
中川
小谷
山内
藤本
栗原

田淵

重孝

山根 孝枝
福住
明
谷脇 文雄
中村千恵子
尾崎 泰則
藤田 昭正

浜上

31

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

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︶

28

年

12

月１日〜 日︶

行政書士中村悟事務所

橘法務行政書士事務所

ハマダセイ
白鳩書房
沼田 博美

武英

香住ロータリークラブ

秦

清子
幸子
美千代

村岡高校
村岡小学校
上田 優
谷脇設備
山田 ちとせ
吉田 美栄
中村 タツ子
兎塚診療所

井口
井上
姫治

ミカタスノーパーク

井口 幸恵
こぶし園
前垣 みつる

㈰〜㈮ 8：30〜17：15営業 ℡ 0796-36-2800

古切手・ベルマーク・はが
き・テレホンカード

︹香住区︺
守 柄
香 住
香 住
訓 谷
香 住
一日市
香 住
︹村岡区︺
村 岡
村 岡
村 岡
村 岡
村 岡
山 田
光 陽
福 岡
︹小代区︺
石 寺
鍛治屋
秋 岡
新 屋
石 寺
神 水
茅 野

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︒

ブライダルショップ「ドリーム」

月１日〜 日︶︵預託順・敬称略︶

12
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平成30年 成人式振袖予約受付中！！

善意銀行だより

︵平成

香典返し
・香住区
上 計
境
一日市
森
無南垣
香 住
七日市
守 柄
上 計
藤
中 野
・村岡区
黒 田
大 糠
村 岡
長 須
長 瀬
耀 山
・小代区
熱 田
福祉の志
・香住区
下 浜
歳末愛の志

勝昭
１斗

但馬地域兵庫県職員一同

黄綬褒章受賞記念
・香住区
森
福本 芳夫
物品預託
・香住区
九

斗 山本
もち米

預託金合計
６４１︐０００円

○お名前は︑預託者本人のご
意向により掲載しています︒
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