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福祉車両貸出します・寄贈・やさしさをありがとう

配分金を受けています。

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

各集落での袋募金以外でお預かりいたしました募金は以下のとおりです。

赤い羽根共同募金運動現状報告

。
くみ

狭

平成29年度

良くする
し
町を

ご協力いただきありがとうございます
10月 1 日から今年 3 月末まで実施の共同募金運動に、地域のみなさまから心あたたまる
お気持ちをお寄せいただいております。期間最後までより一層のご理解、ご協力を切に
お願い申し上げます。

目 標 額：
募 金 額：

チャリティ「アートでハート展」収益金
ハート＆アートフェスタ出店料

C・ネットふくい若狭事業所
松寿苑職員一同
(株)西野土木社員一同

街頭募金・募金箱

ギフト 美ゆき

熊川いっぷく時代村街頭募金
PLANT-2街頭募金
PLANT-2募金箱
レピア街頭募金
レピア募金箱
C・ネットふくい若狭事業所募金箱
松寿苑募金箱
わかさ東商工会上中支所募金箱
若狭三方五湖観光協会募金箱
道の駅若狭熊川宿募金箱
梅の里会館募金箱
千葉医院募金箱
嶺南こころの病院募金箱
上中診療所募金箱
レイクヒルズ美方病院募金箱
関根医院募金箱
加藤医院募金箱

日本料理 いち福
気山区さわやか会
天徳寺壮年会
円成寺仏教婦人会
下野木地蔵堂お賽銭
野木小学校児童会

歳末募金：1,303,540円

熊川小学校児童会

3,670,444円

一般募金：2,120,194円

その他

岡本善七製菓舗

3,403,540円

一般募金：2,100,000円

企業・医療機関・学校・団体等

瓜生小学校児童会
三宅小学校児童会・職員
明倫小学校児童会
気山小学校児童会

歳末募金：1,550,250円

梅の里保育園

（平成 30年 2 月 6 日現在）

若狭町社会福祉協議会役員一同

一般募金助成金事業報告

アートでハート展の開催

昨年度の赤い羽根共同募金の地域助成金を活用させていただきました。

助成額：100,357円

（今年度の募金は来年度の助成金として活用されます）

福祉団体等への助成

助成額：700,000円

自分たちの地域を少しでも良くしようと取り組んでい
る団体や学校、児童福祉施設が行う福祉事業に対して
共同募金審査委員会にて審査し助成しました。

小地域福祉活動推進モデル集落への助成※

助成額：131,000円

嶺南地方にゆかりの著名作家によるチャリティ『アートでハー
ト展』を開催し、収益金は全額共同募金寄付金としました。
【出展作家数】39名（新規の協力作家２名）
【作 品 点 数】54点

とむらクリニック募金箱
中村歯科医院募金箱
楓歯科医院募金箱
大島食堂募金箱
若狭ものづくり美学舎募金箱
ハート＆アートフェスタ街頭募金
若狭町役場三方庁舎募金箱
若狭町役場上中庁舎募金箱
パレア若狭本所窓口募金箱
パレア若狭本所職員募金
いずみ事業所窓口募金箱
いずみ事業所職員募金
五湖の郷事業所窓口募金箱
五湖の郷事業所職員募金
三方駅事業所募金箱
きやま虹の家募金箱
ほたる熊川宿募金箱
みさき募金箱
個人
市原 清
福島三郎
匿名(2名)

（敬称略・順不同）

きらりアート展の開催※
助成額：300,000円
障がいや特別な支援を要する方、児童生徒たちのアートを一
堂に集めた『きらりアート展』の開催費用の一部に活用しま
した。県内外から絵画、書など147点の応募がありました。

小地域福祉活動推進モデル集落として指定した6集落に活動のた
めの費用の一部として助成しました。

助成団体15団体

要援護者支援調査

助成額：153,864円

町内在住の支援が必要な方などについての調査や支援を行う費用
として活用しました。

広報啓発活動※

助成額：426,060円

『わかさ社協だより』など、地域福祉推進のための広報活動にかかる
費用の一部に活用しました。

緊急食糧支援事業※

助成額：5,000円

生活困窮者などに食料を配分する費用の一部に活用しま
した。

広域助成金

助成額：664,000円

県内の広域的な課題を解決するための活動や大規模な災害が
起こった時の災害準備金として備えました。

歳末たすけあい助成金事業報告
今年度の歳末募金を
活用させていただき
ました。

障がい児クリスマス会
和伊和伊亭にて「若狭町知的障害児（者）家族の会
のぞみ会」の企画のもと、障がいを持った子どもたち
とその家族を対象にクリスマス会を開催しました。

参加者
の声
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助成額：100,000円

歳末たすけあい配食事業 助成額：75,660円
生活保護受給者
へ手作りのおせ
ち料理をお届け
しました。

福祉用具整備※

助成額：130,000円

在宅の高齢者および身体障がい者、病気療養者などに対し、
無料で貸出すために電動ベッドと車いすを購入しました。

とても楽しみにしていた。サンタに
会えるのがうれしい。
子どもがケーキや食器を運んでくれ
ました。将来、こういったお店で働け
るといいな。
※付きの事業は、共同募金地域助成金以外の財源もあわせて活用し事業を実施しております。
事業ごとの助成額は、共同募金地域助成金のみを記載しております。
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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
平成28年度助成事業報告書より

「助成団体から寄付者の皆様への感謝の気持ち」を紹介します。

気 山 区さわやか 会
一人暮らしの方や高齢者の二人暮らし、認知症の方をかかえる
世帯の増える中、さりげない見守りをさせていただいています。
また、地区の方々に向けて講演会や変化する福祉情勢を学習す
るための研修会を実施しています。
共同募金委員会からいただいたお金は、皆が住みよい地域とな
るような活動に使わせていただきます。町民の皆様誠にありがと
うございました。

若 狭 町身 体 障 害 者福 祉 協会
障がい者すべての方が生涯にわたりスポーツや文化活動など気軽に参加できる場を提供し、相手を思いやり、
相互理解を深め、一人ひとりの可能性を広げることを目的として活動しています。
参加者からは「身体が不自由で家に閉じこもりがちでしたが、みんなと一緒になってスポーツができて、
とても楽しく人とのつながりもできて外出する機会が増えました。」との声も寄せられています。
共同募金の助成金のおかげで、すべての人たちが気軽に参加できるスポーツを楽しむ機会を提供すること
ができました。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。
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Vol.

3 月3日は 耳 の日
3 月 3 日は桃の節句で有名ですが、実は耳の日でもあることをご存知ですか？
3 という数字が、耳の形に似ていることから制定されました。今回は耳に関する
豆知識をご紹介します。

YESかNOで 答えてね。

耳垢・耳かきが原因で
発生する病気
じ

こう せん そく

①耳垢栓塞

耳垢が大量にたまって耳の穴をふさいだ

① トトロの頭にあるのは耳である

り、狭くしてしまう病気。難聴や耳鳴り

②

よく音が聞こえるように、ウサギの耳は長い

③

耳垢は自然と排出される

④

子供の耳かきは難聴につながる可能性がある

⑤

水やオイルを使うと耳垢が取れやすくなる

⑥

耳を後ろから手のひらで押したたむと

といった症状に加え、まれに喉の違和感
や胃の不快感が生じる。
がい

じ

どうしっしん

②外耳道湿疹

認知症に効果がある

耳掃除のしすぎで外耳道を保護してくれ
る耳垢まで取ってしまうと、皮膚があれ
て湿疹ができることがある。
がい じ えん

③外耳炎

耳の穴から鼓膜までの部分に炎症が起こ
る症状。外耳炎になると耳に痛みを感じ
ることがあり、耳を引っ張ったり押した
りすると特に痛みを感じる。

これらの病気は放置して重篤な症状に見舞
われるケースもあるため、早めに耳鼻科を
受診してください。

回答

①yes

②no

③yes

④yes

⑤no

⑥yes
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活動してみて

家で閉じこもりがちに
なることが多いお年寄
り は、
「出 か け ら れ な
いもの、車いすで出か
けるのは大変なこと」
と思っていましたが、
外出して笑顔になる姿
を見て、すごく大切な
ことなんだと学ばせて
もらいました。

田中和美さん

！
がれ

きっかけ
趣味や楽しみで家でも麻雀をしていたので、デイサービスでも
しようと思ったのがきっかけです。

大江正之さん

活動してみて
楽しくできているし、
利用者さんと交流でき
るのも嬉しいです。
ボランティアをしてい
るというよりは、楽し
いから来ています。

付き添いボランティア

小畑昌明さん

麻雀ボランティア

広

ボランティア始めてみませんか？
若狭町ボランティアセンターでは、

渡辺平治さん

ボランティア活動をしたい方や求める方を対象に、

古坂綾子さん

活動の相談や情報提供を行っています。
お気軽にご連絡ください。

田辺美千代さん

きっかけ

深川好子さん

お話しボランティア

運転
ボランティア

60歳の時に自分のできる
ことで何か役に立てればと
思い、運転ボランティアを
始めました。大変やりがい
があります。

活動してみて

大下多喜子さん
活動してみて

五湖カフェ
ボランティア

気軽に五湖の郷に足を運べるようになり、五湖
の郷と地域の距離も近くなった気がします。地
域の方の交流の場としての五湖カフェを細く長
く続けていきたいと思います。一人暮らしの高
齢者も外出するきっかけ、歩くきっかけとして
五湖カフェに来てほしいです。

お礼をいただいてしまうと、
遠慮してしまいますが、無
償のボランティアだからこ
そ続けることが出来ていま
す。利用者さんや職員さん
が手を挙げて喜んでくれる
姿を見て、自分も嬉しい気
持ちになるし、元気をいた
だいています。笑顔のパレ
アが大好きです。

ボランティア募集中

趣味や特技を披露してくれる方

（カラオケ、ダンス、楽器演奏、折り紙、マッサージなど）

ゲームなどを一緒にしてくれる方

（将棋、囲碁、トランプ、かるた、料理、 お菓子作りなど）

付き添って一緒に出かけてくれる方

（ドライブ、買い物、外食）

おしゃべりに付き合ってくれる方

ボランティア活動中だけでなく、
行き帰りの事故によるケガも補償する
安心のボランティア活動保険もあります。
（ 1年間350円〜 710円）

職員も全面サポートさせていただきます。

問い合わせ
6

若狭町ボランティアセンター（若狭町社会福祉協議会内） ☎0770 62 9005
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担当：宮川

キラめく福祉人！！
ふく

びと

し

Qどのような仕事内容ですか？

医師の指示のもと自宅を訪問し、看護を提供しています。

Q やりがいを感じる時は？

自宅で生活したい、または自宅で亡くなりたいという思いを叶えら
れた時です。

Q 福祉の仕事を知ってもらうために一言!

まだまだ知名度の低い仕事ですが、在宅療養になくてはならない
仕事だと思うので、24時間体制で精一杯頑張ります。

はし

づめ

ゆう

き

橋詰 裕樹

【勤務先】株式会社えにし
えん訪問看護ステーション
【職 種】看護師

取材日：12月20日

ん
表 紙 の 皆 さ

子卓球部
上中中学校 男

部活内容は？
基本練習、ドライブ練習、課題練習を主にしていて、休日はトレーニ
ングもします。また、多球練習で課題を集中的に練習します。

取材日：12月25日

《人数》
1年生11名、2年生5名の16名で活動を
しています。
《顧問・部長》
【顧問】中村 達治 【キャプテン】清水

目標は?
キャプテン

清水

優作

優作

《練習日時》
平日は16時〜 17時30分で、休日は8時15分〜 12時です。
また、休日は、練習試合が入る時もあります。
《実績》
若狭地区新人大会2位

地区大会優勝と自分のライバルに勝つことです。ライバルを常に意
識して、練習に集中して取り組むようにしています。
みなさんの部活を漢字1文字で表すと？
「結」です。新チームになってからは、なかなかまとまりませんでした。
しかし、練習や試合を通してまとまってきたからです。
1番の思い出は？
新人大会で2位になったことです。

社協だより Vol.60 2018年2月発行
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福祉車両 貸出します
外出のための公共サービスや民間サービスの利用が困難な方を支援
するために福祉車両（車いす対応）を無料で貸出します。

どんな人が利用できるの？

利用方法は？

送迎ボランティア活動をしたい方

「車いすのおじいちゃんと一緒に出かけたい」
「隣の家のおばあちゃんを病院まで送りたい」
などとお考えの方。

車いす等を使用しなければ歩行が困難な方

など

車両運転者および介助者は原則として利用者が手配し
てください。

問い合わせ

使用申請書をご利用日の 2か月〜
7日前までに提出してください。

利用料は？
利用料は無料です。ガソリンは満
タンで貸出しますので、ご返却前
に最寄りのガソリンスタンドで満
タンにしてください。

若狭町社会福祉協議会

パレア若狭本所

三方中学校のみなさんより

事故発生時の損害賠償について
車両使用中に生じた自動車事故に関する賠
償等については、福祉車両に加入した自賠
責保険および任意保険（対人・対物・搭乗者
補償、人身傷害、車両補償）の保険金の範
囲内で保証します。

☎0770 62 9005

三宅小学校のみなさんより

「エコキャップ」
を
寄贈いただきました

「もち米」
を寄贈いただきました
デイサービス
などの食事に
使わせていた
だきます。
ありがとうご
ざいました。

ふくいエコキャップ
運動委員会を通し
て世界中の予防接
種を受けられない
子どもたちにワク
チンを提供します。
ありがとうござ い
ました。

「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。

平成29年 1 1月9日〜 平成30年1月9日

福

祉

真覚寺（若狭町新道）
武笠 治良（若狭町三方）
匿 名（若狭町気山）
匿 名（若狭町能登野）
匿 名（若狭町鳥浜）
匿 名（若狭町南）
匿 名（若狭町田上）
村松 芳行（若狭町井ノ口）
小堀 淳一（若狭町鳥浜）

社会福祉
法
人

基

担当：宮川

（敬称略・順不同）

金

200,000円
500,000円
100,000円
100,000円
50,000円
10,000円
100,000円
200,000円
100,000円

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

物

品

匿名
匿名
匿名
すまいる会
清水 明幸（若狭町鳥浜）

預

託

介護用品
介護用品・タオル
介護用品
タオル
ソファー

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

