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ふれあいネットワークふれあいネットワーク

　平成９年４月に児童合唱団として発足し、今年で１５年目を迎えました。

　毎週様々な校区から集まって、ゲームやダンスを通して仲間作りをしながら、いい笑顔でしっ

かりと表現できるように楽しく練習しています。歌は音感やリズム感を磨くことができますし、

歌の中のたくさんの言葉に触れることで語彙を増やして、気持ちを伝えることや考えをまとめる

力になります。さらに歌の広い世界は心を豊かにして心の大きな支えになってくれると思ってい

ます。中学、高校では合唱コンクールや合唱部としても活躍してくれていますし、成人してから

も歌に関わる仕事に就くなど輪を広げてくれています。

　今までコロッコちゃんのためにと、たくさんの方々が支え

て下さってきました。そんな皆さんの思いを次代につなげる

ためにも、少子化で厳しい現実ですが、一人でも多くのお子

さんの参加をお待ちしていますので、いつでもお気軽に見学

に来て下さい。これからも暖かいご支援をお願い致します。

登録メンバー  15人

指導者

　蓮尾栄美子

　森川かおる　下島京子

会員登録エリア　若狭町

練習日

　毎週土曜日

　午前９時半～１１時半

練習場所

　若狭町中央公民館

主な大会

　町文化祭　定期演奏会

　ツーデーマーチ出発式

　交流演奏会　など

　集落によって「田の神祭り」「休業」

「泥落とし」と呼び方は違いますが、

どれも苗を植え終えた一区切りを示す

ものです。その起源は明らかではあり

ませんが、稲作文化を日本各地に伝え

るために執り行われており、旧上中地

域では、田に引き入れる水を北川に求

めていた集落で今なお受け継がれてい

る行事です。

　神輿には田の神と産土神(うぶすなの

かみ)をお祀りします。田の神とは、宇

迦之御魂(うかのみたま)や豊受姫(とよう

けひめ)といった稲を守護される神様。

産土神とは集落に鎮座する神様で、その

神々を神輿にお遷しして、清浄無垢な子

供たちが集落の田や家々(特に農家)を巡

り、稲の豊作と農事の安全・集落内の

安泰を祈願するものとされています。

　現在では、集落により形式が変遷し

ていますが、私たち日本人の主食とさ

れる米の実りと集落内の安泰を祈願す

る大切な行事には何ら変わりはなく、

末永く受け継がれることを願うばかり

です。

り、稲の豊作と農事の安全・集落内の

安泰を祈願するものとされています。

　現在では、集落により形式が変遷し

ていますが、私たち日本人の主食とさ

れる米の実りと集落内の安泰を祈願す

る大切な行事には何ら変わりはなく、

末永く受け継がれることを願うばかり

です。

　田植えが無事に終わり、その喜びと感謝の気持ちを表す行事

「休業」が、天徳寺でも６月３日に行われました。早朝から、揃

いの法被を身に纏う子供たちが神輿を曳き「サンヨーレ」と元気

な声を出しながら集落内を巡りました。この日のために2週間前

から準備・練習を重ねてきました。

当日に向けて岩上神社の落ち葉

を集め、石洗いをしました。

天徳寺区 田の神祭り

休業（やすんぎょう）

を育む

伝統行事
を育む

伝統行事

シリーズ
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お菓子づくりにはまっています！

これからの時代を担う若者のみなさんが、何を考え何に夢中になり、どんな夢を描いているかなど、
キラリ輝く若者のみなさんを紹介します。

海山が大好きです！
優しくて頼りになる
救急救命士を目指しています！！

社会人の大変さを感じています

保育士になることが夢でした

現在は？　千葉医院で事務をしています。まだまだですが、
患者さんに安心してもらえる事務が出来るよう頑張ります。
若狭町の好きなところは？　自然が多く、四季折々身近に感じ
る事が出来るところです。
理想のタイプは？　好きになった人がタイプです。（笑）
趣味は？　絵を描くことは好きです。一眼レフを買ったので、
もっと勉強して趣味といえるようになりたいです。
今行ってみたい場所は？　ヨーロッパ。地中海らへんを旅行して
みたいです。陶芸もしてみたいです。
今はまっていること　最近はおいしい物を作ることです。 作っ
ているとお腹がいっぱいになるので、人にあげると「おいしい」
と言ってもらえるのが嬉しく、調子にのっていっぱい作ります。　　　

現在は？　保育士です。昔からの夢だったので毎日充実してい
ます。大変なこともあるけれど、とてもいい経験だと思います。
若狭町の好きなところは？　自然豊かで、のんびりしているとこ
ろ。雰囲気が好きです。
理想のタイプは？　一緒にいて楽しくて、尊敬できる人。
今行ってみたい場所は？　海外旅行。ヨーロッパとかおしゃれな
街でのんびり過ごしてみたい。あと、富士山にも登ってみたいで
す。人生に一度は。
今はまっていること　カメラです。最近新しいカメラを買ったの
で、きれいな風景や友達の面白い写真など撮りたいです。　　　

現在は？　今年の４月に生晃栄養薬品（株）若狭工場に入社しました。
日々、社会人の大変さを感じながら頑張っています。
若狭町の好きなところは？　瓜割の滝や三方五湖などがあって、自然と
ふれあえるところです。
理想のタイプは？　特にありません。 笑顔が素敵な人？（笑）
趣味は？　いろんなところへ出かけたり、買い物をすること！一番のストレス発散法です。
今行ってみたい場所は？　「幸せの天使が舞い降りる場所」として知られる
香川県の小豆島にある砂浜の散歩道、エンジェルロードに行ってみたいです。
幸せを感じる瞬間は？　大好きな友達と笑い合える瞬間です！いつも支えて
くれる友達には、たくさんの感謝を伝えたいです。いつもありがとう！！

現在は？　若狭消防署上中分署で消防士として働いています。
若狭町の好きなところは？　美しい自然や歴史ある文化に囲まれたところです。
理想のタイプは？　やさしく思いやりのある女性。
趣味は？　ドライブ。音楽を聴きながら遠出するとストレスが発散できます。
今はまっていること　海外ドラマ（glee、プリズン・ブレイクなど）
夢は？　やさしく頼りになる消防士になりたいです。
幸せを感じる瞬間は？　地域住民の方から「ありがとう」と言われた時。

現在は？　理容師です。敦賀のセッションで働いています。
若狭町の好きなところは？　自然が多いところ。海山大好きです。（笑）
理想のタイプは？　きれいなお姉さんが大好きです。（笑）
今行ってみたい場所は？　吟ちゃんで、焼き肉とビールを腹いっぱい飲みたいです。
今はまっていること　野球！ 今シーズンも頑張ります。「世久見」 最高です。
夢は？　毎月続けてきた訪問福祉理容の取り組みを広げていきたいです。
特に自分の生まれ育った地域のお年寄りや不自由な方の役に立ちたい。
地元に貢献、恩返しできる人間になりたいです。　　

関野 博子さん（井ノ口）
２０歳（独身）
Ａ型　ふたご座

せきの　ひろこ

久池 彩華さん（能登野）
２２歳（独身）
Ｂ型　さそり座

ひさいけ あやか

田辺 幸太さん（海山）
２８歳（独身）
Ａ型　いて座

たなべ　こうた

地元で頑張っています！
現在は？　電力関係の仕事です。まだまた未熟で分からないことも
多くありますが、頑張っています。
若狭町の好きなところは？　自然が多くあり、のどかな所が好きです。
理想のタイプは？　一緒にいて楽しい人ですかね？
趣味は？　小さい頃から体を動かす事が好きでしたので、スポーツです。
中でも空手とバスケです。皆さん一緒にしましょう！
今行ってみたい場所は？　一度も海外に行った事が無いので海外に行っ
てみたいです。オーロラとか見に行きたいですね！！
今はまっていること　地元の友達と飲みに行くことですかね（笑）
夢は？　この先、地元に残る一人として、地元に貢献したいと思っています。　　

濵頭 悠也さん（世久見）
２０歳（独身）
Ｂ型　おとめ座

はまがしら ゆうや

山本 紗季さん（小浜市）
１８歳（独身）
Ｏ型　てんびん座

やまもと さき

吉泉 拓哉さん（瓜生）
２３歳（独身）
Ａ型　おひつじ座

よしいずみ たくや
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グ ル ー プ ホ ー ム の あ れ こ れグ ル ー プ ホ ー ム の あ れ こ れ
教えて！

！

サービスを利用
　したいけど・・・

グループホームってどんなとこ？

どこにあるの？

グループホームってどんなとこ？

利用するには

若狭町社会福祉協議会　グループホーム五湖の郷（0770-46-1212）

サービス事業所のご案内

利用料金の目安

　一般的には13～15万円かかると

言われています。介護保険制度での

一割負担や家賃、食費等生活費用が

かかります。施設や介護度によって

料金が変わってくるので、

事前に確認をしてください。

　まず、介護保険の申請が必要です。要支援２以上の

方が対象です。個人と施設との直接契約となります。

グループホームには、医師や看護師の常駐義務があり

ません。医療面のサービスは必要最低限となる為、何

らかの医療措置が必要な方の利用は難しくなります。

どうやって利用するの？

町内のグループホームは以下のとおりです。

　軽い認知症を持つ高齢者を対象としています。

　10人未満の少人数で介護スタッフと共同生活をし

ながら、家庭的な雰囲気の中で、落ち着いた老後を送

ることを目的としています。

　基本的には個室が用意され、

家事や趣味などを生活の中に

取り入れる為、ある程度自立

が可能であることが前提

の施設です。

利用のメリット

　地域密着型サービスであり、自分の住み慣れた地域

で同様の症状の人達や介護職員との共同生活を安全な

環境の下で送ることにより、日常生活の中でのリハビ

リテーションを行うことができます。

　基本的に自分でできることは自分で行うように配慮

した介護を行いますので、リハビリテーションの効果

も高く、同年代の人とのコミュニケーションも取れる

ので、認知症の進行を遅らせる、症状の改善が見込ま

れるといった効果が期待できます。

グループホームって？
　病気や障がいなどで生活が困難な方が、専門の介護スタッフと一緒に暮らすことで、より充実した社会生

活を送るためのサポートを受けることができる介護施設です。

今回は、高齢者のグルー

プホーム（認知症対応型

共同生活介護）を紹介し

ます。

決
算
と

予
算

一
般
会
費

平成23年度決算

平成24年度予算

（支出）　決算額：735,221,389円

（支出）予算額：688,147,000円
（収入）

（収入）　決算額：741,446,821円

予算総額：694,003,000円予算総額：694,003,000円

※平成２3年度より小規模多機能ホーム事業（ほたる熊川宿）とグループホーム事業（五湖の郷）を開始

　しました。事業が増加したことにより、決算額が増加しました。

※第２次若狭町地域福祉活動計画に沿って事業を運営します。

　平成２４年度も効率的運営を図り健全経営に努力します。

社会福祉協議会の自主財源のひとつである会費を使って地域福祉事業を行っています。

平成24年度は6月区集金時にお願いさせていただきます。ご協力よろしくお願いします。

広報活動

地域サロン事業

外出支援事業

まごころ給食

342円

15円

128円

297円

23円
事務費　　　41.4％

運営費　　　40.8％

衛生管理費　17.8％

（ひとり暮らし、高齢者世帯を対象に６５０円の利用料でボラン

　ティアの協力をいただいて自宅まで昼食弁当を届けています）

（斎場無料送迎バス・地域サロン）

地域福祉事業　運営費
（地域福祉活動拠点運営費）

（活動紹介パンフレット）

車輌燃料費　90.8％

事務費　　　  9.2％

運営費

（ガソリン、車両費）

印刷製本費　52.1％

通信運搬費　47.9％

車両燃料費　14.2％

運営費　　　85.8％

福祉バス
195円

（サロンバス運行）

運営費

（車両リース料）

こんな事業に これくらいの割合で こんな費用に

会費1,000円の使いみち

平成23年度会費の使い道

事業活動収支計算書より

資金収支予算書より

お預かりした会費 ３,９６８,０００円

（病院までの送迎）

その他の収入
　 6.24％

災害義援金収入
     0.01%

事業収入
1.05%

受託金
5.74%

ふるさと雇用受託金
        2.57%

介護職員処遇改善交付金
  　　　1.63%

助成金
1.04%

補助金
3.61%

会費・寄附金
　 1.52％

介護・医療保険・自立支援費収入

介護・医療保険・自立支援費収入
事業収入
1.15％

受託金
6.05％

その他の収入
　1.29％

　介護職員処遇改善交付金
　　　　　0.35％

助成金
0.99％補助金

4.59％

会費・寄付金
　1.50％

その他支出
   1.59%

積立金
4.98%

社会福祉法人減免
      0.04%

引当金
7.69%

減価償却費
   0.82%

基金組入額
  0.40%

負担金支出
  0.33%

災害義援金送付金
       0.01%
 事業費
16.63％

人件費
64.81％

事務費
2.70％

その他支出
  1.26%

退職共済預け金
     3.32%

積立預金
 0.92%

負担金
2.69%  事業費

18.17%

 人件費
70.91％

事務費
2.73%

84.08％

76.59%
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小地域福祉活動推進セミナー『広がるご近所福祉』を開催します！リフレッシュスタート!!

若狭町社会福祉協議会　パレア若狭事業所

TEL：0770-62-9005　担当：勢馬

お問い合わせ先

福祉基金

　平成24年３月21日から平成24年5月2０日までに「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。 （敬称略・順不同）

能登野　　鳥居　光雄

鳥　浜　　増井　勝子

成　出　　渡辺　平治

熊　川　　石田　武男

200,000円

100,000円

物品預託

100,000円

100,000円

預託や寄付いただいた物品は、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。上記以外に

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。

　大津市雄琴学区にて地域ケア会議の中心として活躍されている講師よ

り、事例を交えながら、充実した支え合いの仕組みづくりにつながるヒ

ント等についてご講演いただきます。また、若狭町でも大きな課題とな

っている「交通の問題」について、高島市で実際に取り組まれている送

迎ボランティアの実践事例をご紹介いただきます。

　　講　　演：講師　小倉　勝世　氏

　　　　　　　　　（大津市雄琴学区社会福祉協議会会長）

　　事例紹介：講師　堺　惟二　氏

　　　　　　　　　（ボランティアグループ「グリーンハート」代表）

　　　　　　　　　　平松　成美　氏

　　　　　　　　　（高島市社会福祉協議会地域支援課）

　　○日　時：7月14日（土）13時30分～16時00分

　　○場　所：パレア若狭音楽ホール（若狭町市場18-18）

　　○参加費：無料

　　一緒に、ご近所福祉について考えてみませんか？たくさんの方のご

　　参加をお待ちしております。

　　（※予約不要ですので、当日会場へお越しください）

苦情受付をしております

若狭町社協では、皆様から寄せられた苦情について、誠意をもって適切な対応に努め、その解決にあたります。

お問い合わせ先 お問い合わせ先

MENU

三　方　　多田キク子

常　神　　長谷とよ子

末　野　　富永　幸治（俗名）

能登野　　鳥居　光雄

鳥　浜　　森川　松雄

絵画

食材

ガーデニング用品

介護用品

タオル

小浜市　　赤尾　定義

みそみ地区女性の会

匿　名

匿　名

介護用品

タオル

介護用品

介護用品

内　容

お問い合わせ先 若狭町社会福祉協議会　パレア若狭事業所　

TEL：0770-62-9005　担当：池田

◆苦情の解決方法

①苦情の受付

　苦情は面談、電話、書面などにより、苦情受付担当者が受け付けま

　す。なお、本会に直接申し出にくい場合は第三者委員※に苦情を申し

　出ることもできます。

②苦情受付の報告・確認

　苦情受付担当者は、受け付けた内容を苦情解決責任者に報告いたし

　ます。受け付けた苦情解決責任者は第三者委員に報告します（申し

　出人が第三者委員への報告を希望しない場合を除く）。第三者委員

　はその内容を確認し、申し出人に対して報告を受けたことを通知し

　ます。

③苦情解決のための話し合い

　苦情解決責任者は申し出人と誠意をもって話し合い、苦情解決に努

　めます。その際、申し出人は第三者委員の助言や立会いを求めるこ

　とができます。

④若狭町社会福祉協義会で解決できなかった場合

　本会にて解決にいたらなかった場合、または直接外部の相談機関に

　相談したい場合は、若狭町福祉課、福井県社会福祉協議会運営適正

　化委員会に申し立てをすることができます。

※　第三者委員に関しては、各事業所に掲示してあります。

平成23年度の苦情・要望・件数

　以上、41件の貴重なご意見をいただき、すべて解

決しております。ありがとうございました。

　若狭町社会福祉協議会で実施している事業につい

て、皆様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。

～お知らせ～
　前回号で掲載しました本会評議員について、決定と交代がありました

　ので、お知らせします。

長田　浩二　　海　山
西野　徳三　　新　道

商工関係 
小西　洋　　　常　神
辻岡　由夫　　上吉田

子供会
育成会

やわらぎ健心

（心身整体　やわらぎ　主宰）

やわらぎは、『 氣 』を用いた自然療法で、あ

なたの不調和を癒し、肉体的(physical)・精神

(mental)・霊的(spiritual)に調和がとれる状態

へとお手伝い致します。（完全予約制）

　　　　　心身整体

　　　　　心身整体個人指導

滝本　和江

（若石健康法セラピスト）

足部に64カ所あるといわれる反射区を揉んで

刺激し、関連する器官の機能の正常化を促し

ます。（予約優先）

　　　　　若石健康法

　　　　　ヘッドセラピー

　　　　　チタンリンパマッサージ

　　支援内容や職員に対する苦情　　  9件

　　社会福祉協議会に対する苦情　　16件

　　要望や希望と思われるもの　　　16件

セラピスト

受付時間

月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土　　　 日

田上 滝本 田上 やわらぎ

11：00～

  20：30

10：00～

  16：00

11：00～

 20：00

10：00～

  20：00

寄贈いただいた軽自動車

MENU

MENU

リラちゃん

新たなセラピストを迎えて、パレア若狭リラクゼーションサービスがさらにパワーアップしました

～身体と心のリフレッシュ、あなたもぜひ新しい癒しを～

田上　紀子

（海山の自宅サロンmana。主宰）

身体と心のトータルサポートを様々な角度か

らアプローチしています。（予約優先）

　　　　　身体へのマッサージ

　　　　　　＊着衣のままのマッサージ

　　　　　　＊全身オイルトリートメント

　　　　　心のブロック解除

匿　名 軽自動車

物品寄贈

いずみ事業所で使用させていただきます。
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