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配分金を受けています。

熱中症について

住民一人ひとりの力がつながり、大きな輪になるよう活動を支援していきます。

「若狭町社協一般会費」に
ご協力お願いいたします！！
平成28年度に皆さまより
お預かりした一般会費の金額

3,721,210円

お預かりした会費は、地域福祉向上のために、また平成28年４月から平成３３年３月までを期間といたしました「みんな
で支える幸せプラン（第３次若狭町地域福祉活動計画）」に基づいた活動のために、重要な役割を果たしていきます。
今後、さらに充実した事業を推進していくためにも、さらなるご理解・ご協力をお願い申し上げます。

〜社協が行う地域福祉事業は地域住民の皆さまによって支えられています〜
外出支援サービス事業

ボランティアセンター運営事業

公共交通機関の利
用が困難で医療機
関への通院が難し

福祉委員のつどいが
福祉委員とは？
地域内の良き隣人として、暮らしの中での見守り、
声掛け、課題の発見、民生委員児童委員や関係機関
への情報提供、住民の福祉意識啓発、社会福祉協議
会への協力などの活動をしていただくことを目的
として各集落に1〜2名配置しています。設置に関
し、法的権限はなく、若狭町社会福祉協議会福祉委
員設置規程に基づき社協会長の委嘱により任意で
設置しています。

利用者の声
どの方もとても良くしてくださいます。
いろいろな人がいるので大変だと思いますが、感謝しています。
今後もよろしくお願いします。

小地域福祉活動推進事業

防災意識向上を目指して

集落の支え合い・助け合い活動を推進するため、研修
会の開催や活動を推進しています。

障がい者アート作品公募事業

会費の使い道︵若狭町の地域福祉に︶

迎を行っています。

家屋補修ボランティア

ボランティア活動の拠点としてボランティアのコー
ディネートや出前講座等を開催しています。

福祉総合相談事業

若狭町法律相談

毎月第2火曜日の午後に法律に
関わる悩みに対して、弁護士が
無料で相談に応じています。

福祉委員としての自覚を持っていただけた一方で、
「民生委員さんとの棲み分けをどうすればいいか」、
「集落になじんでいない者がいきなり訪問や話をす
ると不審がられる」などの課題も見えてきました。
これからの時代
に欠かせない住民

の新福祉委員を対象に若狭町社協会長からの委嘱

同士のつながりや

と研修を行いました。

支え合いのまちづ

加者は熱心に聞いておられました。

者を対象とした送

「これまで以上に注意して周りを見てみたい」など

平成29年4月からの福祉委員改選に伴い、95名

今回は、三方地域と上中地域に分けて開催し、参

い高齢者や障がい

開催されました

くりの 担 い 手とし
て 、誰もが 普 段 の

研修では、
「福祉委員って何？」
「福祉委員って何

暮らしの幸 せを感

をするの？」など、今後の活動のきっかけになるよう

じながら過ごせるよ

に福祉委員のいろいろな“何”について事務局から

うに一緒に考えて

説明をしました。その後のグループに分かれての懇

いきたいと感じた

談では、
「思った以上に重責な役割だと知った」、

つどいでした。

三方地域

上中地域

若狭町心配ごと相談

毎月第2火曜日の午前に生活上の
あらゆる悩みに対して民生児童委
員が無料で相談に応じています。

生活困難者支援事業
日常生活自立支援事業
高齢者や障がい者が地域
で安心して生活が送れる
よ う、福 祉 サ ー ビ ス の 利
用手続きや日常的な金銭
管理のお手伝いを行って
います。

生活福祉資金
たすけあい金庫
緊急食糧支援事業

きらりアート展

障がい者の芸術才能の発掘と生きがいづくり及び、障
がい者の理解と共生社会の実現のため公募事業を実施
しています。
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赤い羽根共同募金助成金事業
寄 付 者への

ありがとうメッセージ

8

Vol.

熱 中 症について

上 中中 学 校
本校では、毎年上中祭で地域の一人暮らし高齢者をお招きしておも
てなしをしています。この助成金で、招待状をつくるためのはがきを
購入しました。今年度は、5名の方が参加してくださいました。例年と

これから暑い夏がやってきます。この季節は暑さに体が
ついていけず、
「熱中症」にかかりやすくなります。自覚症状が
無くても熱中症にかかることがあります。大丈夫！と思ってもチェックしてみましょう。

比べると少ない人数の参加でしたが、その分ボランティア委員の生徒
とゆっくり交流させていただくことができました。昼食時には大変和
やかな雰囲気で参加者と生徒が話をする光景が見られました。また、
生徒によるステージ発表をご覧いただき楽しんでいただくことができ
ました。参加してくださった方からは「中学生の普段の様子がわかった」
「若い中学生から元気をもらった」という声を
いただきました。約2時間という短い時間ではありましたが、参加者も生徒も充実した時間を過ごすことができました。
吹奏楽部は今年度、地域の行事等で演奏する機会をこれまで以上にたくさんいただきました。あじさいマラソンを
始め、野木地区の敬老会、レピアのクリスマス子ども会等いろいろな地域・年代の方に演奏を聴いていただくことがで

熱中症予防チェックリスト
当てはまるところにチェックしてみてください。

熱中症の

予

きました。助成金で楽譜をいくつか購入しましたが、どの曲も大変盛り上がりコンサートは盛況のうちに終えることが
できました。このように、生徒にとって地域の行事で演奏することは地域に貢献できる貴重な機会です。これからもこ
のような活動は継続していきたいと考えています。
柔道部の生徒は、夏休みを利用して上中駅の清掃活動に取り組みました。中学校の近くにある上中駅は上中生にとっ
て非常になじみの深い駅です。また、登下校のために毎日のように上中駅を利用している生徒もいます。生徒の感想に
は「いつも使っている駅を掃除するのは新鮮だった」
「普段駅がきれいなのは毎日駅を掃除してくださっている駅員さ
んのおかげということが分かった」
「普段からきれいに使うように心がけ
たい」などの感想がありました。日頃から利用している公共施設の清掃活
動を通して、周りのものに感謝する心や地域への愛着をもつことができ
ました。
このように、1年間で行った様々な活動を通して、周りの人や物に感謝
する心や地域に貢献することの大切さや喜びを育成することができまし
た。今後もこのような活動を継続し、より一層地域に貢献できる上中中学
校を目指したいと思います。

若 狭 町 婦 人福 祉 協 議 会

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

こまめに水分補給をしている
エアコン・扇風機を上手に使用している
外出時には日傘や帽子を使用している
シャワーやタオルで体を冷やしている
部屋の風通しを良くしている
緊急時・困ったときの連絡先を確認している
暑い時は無理をしない

7個以上の方は対策できています。
4〜6個の方は予防できていますが、
3個以下の方は注意しましょう。

薬物防止の冊子をプラントとレピアにて配布させていただきまし
た。非常に分かりやすく書いてあり読みやすく、買い物に来られた若

くこともできました。
今後も土曜日に相談日を設けることにいたしました。カップル成立
までは難しいですが、継続の大切さを感じますので、今後ともよろし
くお願いいたします。
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お酒は飲んだ以上に尿として排出
されます

扇風機やエアコンを上手に利用しましょう
グリーンカーテンやすだれなど、風通しが
よく、日光をさえぎる工夫をしましょう

❸ 涼しい服装
通気性の良い、吸湿・速乾性のある衣服を
選びましょう
保冷剤・氷・冷たいタオルなどを利用し、
体を冷やしましょう
外出時は帽子や日傘を使い、直射日光を避
けましょう

熱中症の応急処置

も町内の各公民館に貼らせていただきました。
結婚相談事業も土曜日に相談日を設けることで、相談に来ていただ

1日の水分摂取量の目安は2ℓ
（コップ10杯分程度）

打ち水も効果的

涼しい場所・施設を利用する

取り組みました。共同募金から助成金をいただきましたこと心からお

薬物の恐さを再認識していただけたらと願いを込めて、大きなチラシ

のどが渇く前に、意識してこまめに水分・
塩分を取りましょう

❷ 快適な住まい

部屋の温度を測っている

さらに意識して改善しましょう。

い方に「ぜひ読んでください！」とお願いして手渡しをいたしました。

法

❶ 水分・塩分補給

涼しい服装をしている

恒例の結婚相談事業に加え新しい取り組みとして薬物防止活動に
礼申し上げます。

防

❶ 涼しい場所へ避難させる

熱中症は、適切な予防をすれば防ぐことが
できます。一人一人が、熱中症の正しい
知識を持ち、自分の体調の変化に気をつ

❷ 衣服を脱がせ、身体を冷やす けるとともに、周囲の人にも気を配り、
予防を呼びかけ合って、熱中症による
❸ 水分・塩分を補給する
健康被害を防ぎましょう。
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キラめく福祉人！！
ふく

welfare information

福祉の情報 お届けします
平成28年度決算
収益の部

収入の部

決算額：687,823,328円
会費・寄附金 1.34%
補助金 3.82%

就労支援事業収益
1.40%

受託金 5.05%
事業収益 1.88%

介護保険・医療保険・
障害者総合支援事業収益
85.95%

費用の部

事務費 2.14%

会費・寄附金 1.32%
補助金 3.44%

積立資産取崩収入 0.36%

受託金 4.92%

就労支援事業収入
1.33%

Qどのような仕事内容ですか？

事業収入 1.81%

介護保険・医療保険・
障害者総合支援事業収入
86.36%

支出の部
減価償却費

（国庫補助金等特別積立金積立額・取崩額含む）

1.52%

その他の費用
0.42%

事業費
17.21%

決算額：720,634,000円

その他の収入 0.46%

決算額：689,883,853円

負担金 2.68%

このコーナーでは、福祉関係者や住民のみなさんから
ご提供いただいた若狭町の福祉情報を掲載しています。
本誌で紹介を希望される福祉情報等ありましたら、
若狭町社協までご連絡ください。

平成29年度予算

その他の収益 0.56%

就労支援事業費用 1.58%

就労支援事業支出 1.50%

負担金 2.67%
事務費 1.61%

介護認定を受けている方、または介護保険につい
て分からずに困っている方等のご相談に応じ、ご本
人やご家族がその人らしく、ご自宅で生活が続けら
れるよう支援しています。

決算額：695,920,000円

積立資産支出 4.44%

い

その他の支出
0.26%

事業費
17.67%

人件費
74.45%

福祉サービスの苦情解決をお手伝い
• いやな思いや、ケガをした
• サービス内容に不満がある
• 職員の対応が悪い など

福祉サービスを
利用して

事業所に直接話しにくかったり、事業所との話し合いで解決できなかった場合など
お気軽にご相談ください。秘密は必ず守ります（匿名でもかまいません）
。
月曜日〜金曜日

午前9時〜午後5時（祝日・年末年始は除きます。）

問い合わせ 福井県運営適正化委員会
（〒910 8516 福井市光陽2丁目3 22 福井県社会福祉センター 1階）
TEL.0776 24 2347 FAX.0776 24 8942 E-mail：kujyo@f-shakyo.or.jp

今井 伸幸（若狭町佐古）
前
辰男（若狭町南前川）
今川
直（若狭町鳥浜）
松村 光洋（若狭町鳥浜）
匿 名
匿 名（若狭町気山）
香川 哲夫 (若狭町麻生野)
匿 名（若狭町世久見）
中川 正弘（若狭町気山）
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基

金

以上 4 件の貴重なご意見をい
ただき、あり
がとうございました。これ
らは、すべて解
決し てお りま す。今後 も若
狭町 社協 で実
施し てい る事 業に つい て、
皆さ ま方 のご
意見 を真 摯に 受け 止め、さ
らな るサ ービ
スの質の向上を目指してま
いります。

品

預

託

匿 名
介護用品
長谷
譲（若狭町常神）
介護用品
匿 名
介護用品
匿 名
介護用品
みそみ女性の会
タオル、せっけん、レジ袋多数
女性の会 三方支部
タオル

「生活に楽しみができた」
「伊藤さんがいてくれて安
心できる」等のお言葉を頂いた時や、笑顔や言葉の
数が増えたと感じた時です。いつもご利用者の笑顔
で元気をもらっています。

Q 福祉の仕事を知ってもらうために一言!

部活内容は？

ん
表 紙 の 皆 さ

物

Q やりがいを感じる時は？

私達の仕事は「人と人とのつながり」
と思っています。
本人・家族の力だけではなく、地域の力、サービス
提供者の力が加わっています。何事もチームの力で
より良い支援ができるため、多くの方との関係作りが
大 切であり、私はその『つなぐ』役目が出来ればと
思います。また、私どもの事業所にはデイサービス
「リリ・オキュペ」を併 設しています。認 知 症や車い
す生活になっても「やってみたい」という挑戦する思
いを大切に生活が送れるよう、様々な作業活動を提
供しています。いつでも気軽にご相談や見学に来て
下さい。お待ちしております。

ケアの内容に関すること ……
… 2件
その他 …………………………
… 2件

（敬称略・順不同）

200,000円
100,000円
200,000円
100,000円
200,000円
100,000円
500,000円
30,000円
100,000円

種】介護支援専門員（ケアマネジャー）

若狭町社協によせられた
平成28年度の苦情・要望件数

平成29年3月17日〜 平 成 29年 5月15日

祉

まい

【勤務先】ふらむはぁと リハマネージメント十村

「社会福祉事業に役立てて下さい」と下記の方々よりご寄付をいただき
ました。預託や寄付いただきました物品は、地域や若狭町社会福祉協議会
にて有効に使わせていただきます。
下記以外にも多くの方々より、使用済み切手やエコキャップ等のご寄付
をいただきました。ありがとうございました。

福

とう

伊藤 舞

人件費
71.85%

【職

相談時間

びと

し

球部
三方中学校 野

冬は体力づくりを中心にランメニューを多めにしています。春は基本
をしっかりするために、ノックなどを主にしています。
目標は?

《人数》
１年生が５名、２年生が１０名、３年生が６名の
合計２１名で活動しています。
《顧問・部長》
【顧問】中川 達矢 【副顧問】河原
【部長】前川 敦哉 【副部長】前田

「二州地区大会 優勝 県大会出場」です。同じ二州地区に全国大
会に出場した強豪校がいるので、その中学校に勝ちたいです。
部長

前川 敦哉

佳典
大翔

《練習日時》
平日は火曜日から金曜日まで放課後に練習を
しています。
土曜日は主に午前中に練習をしています。

夢は？
「県大会出場」です。今まで支えてくれた人への感謝の思いを伝える
ために、県大会に出場したいです。
みなさんの部活を漢字1文字で表すと？
「進」です。どんな時も前に進んで勝負することが大切だと思ったの
で、この言葉にしました。

副部長

前田

大翔

1番の思い出は？
入 部した 時 、2 、3 年 生 の 人 の が ん ばりには 驚きました。自 分
たちもそんなふうになりたいなと強く思 いました。
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第8回

きらりアート展 作 品 募 集

本展は、障がい者の社会参加やアート活動の
推進を目的として、障がい者アート作品を公
募しています。今年もたくさんのご応募お待
ちしています！

出品申込締め切り 8月31日（木）当日消印有効
募集作品

絵画・版画・書・写真・平面的な造形工作物や
織物など、壁に展示できる平面アート作品

応募資格

福井県内在住または在勤している障がいの
ある方およびそのグループ
福井県内の特別に支援を必要とする児童・生
徒およびそのグループ

応募される方は申込書（下記よりダウンロード可
能）に必要事項を記入してください。
その他、詳しい内容については募集要項をご覧い
ただくか下記事務局へお気軽にお問い合わせくだ
さい。URL：http//www.w-shakyo.or.jp

きらりアート展実行委員会事務局

問い
合わせ （パレア若狭本所内）

TEL：0770-62-9005 担当：山本

夏休み に

う！
よ
し
を
ア
ィ
テ
ン
ボラ

社ムラタ様から
株式会

をいただきました
車いす

ティア
サマーボラン
17
0
2
験
体

福祉施設でのお手伝いや環境保護活動など、豊富な活動メニューの中から
興味・関心のあるボランティア活動を選んで体験することが出来ます。
この夏新しいことにチャレンジしてみませんか？

■ボランティア体験期間
平成２９年７月２１日（金）〜９月２９日（金）
■ボランティア参加申込受付期間
平成２９年７月３日（月）〜９月１５日（金）

※団体の場合のみ。個人は９月２０日（水）まで。

■参加対象
福井県内に在住・在勤・在学する小学生高学年
以上で、ボランティア活動に関心のある方。
ただし、小学生は原則、保護者同伴とします。
■町内の受け入れ先
・若狭町社協（障がい者デイサービスセンター五湖の郷、認知症対応型グループ

デイサービスセンター五湖の郷で使わせて
いただきます。ありがとうございました。

ホーム五湖の郷、小規模多機能ホーム「ほたる熊川宿、きやま虹の家」）

・ほっとハウス
■問い合わせ
若狭町社会福祉協議会 パレア若狭本所
TEL：0770-62-9005 担当：宮川

【お詫びと訂正】
「わかさ社協だより」第55号（2017年4月20日発行）3ページ内、
長江区の福祉委員の記載に誤りがありました。
正しくは、
長江区 山本弘美氏1名となります。読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
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若狭町社会福祉協議会

〒919ｰ1541 福井県三方上中郡若狭町市場 18ｰ18

TEL:0770ｰ62ｰ9005 FAX:0770ｰ62ｰ1725
URL http://www.w-shakyo.or.jp E-mail honbu@w-shakyo.or.jp

