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ふれあいネットワーク

サーフィン
はじめました！

遼香
Haruka
Nakamura 滝

翔平
Shohei
Taki中村

現在は？
整体をしています。
本当にやりがいのある仕事な
ので頑張っています。
若狭町の好きなところは？
静かで落ち着いているところ。
好きなところがありすぎて書
ききれません。
理想のタイプは？
一緒にいて気を遣わず楽しく
いれる人。何にでも頑張って
やっている人は素敵ですね。
あと、料理ができる人はメッチ
ャ好きです。
今はまっていることは？
最近はじめたサーフィンです。
難しいですが、やめられない
楽しさがあります。
夢は？
自分のお店を持って、健康と
笑顔を伝えていくことです。
伝えたい一言
家族、友達、みんなに感謝して
います。ありがとう！

現在は？　
ホテル水月花でフロント係を
させていただいています。ぜ
ひ、みなさんお越しください。
若狭町の好きなところは？
緑いっぱいで空気がおいしい
ところです。あと、人があたた
かい！
理想のタイプは？　
楽しくて心があったかい人♡
今はまっていることは？
最近はコンビニスイーツの食
べくらべと、ネットショッピング
にはまってます。
夢は？
海が見える自然いっぱいのと
ころに、女の子の好きなもの
をたくさん集めた可愛いお店
をつくりたいです。
幸せを感じる瞬間は？
おいしいものを食べていると
きが一番幸せです。

　上中バレーボールスポーツ少年団は、今年、設立１５周年を迎えます。
　監督の中村さんと、コーチの太田さんは設立当初から指導にあたっておられます。
　現在は、小学２年生から６年生までの男子１４人と女子２１人で活動しています。団員たち
は、友達の輪を広げながら「楽しく元気に」を基本理念とし、バレーボールに励んでいました。
練習では監督の「早く動いて！」「もっと強く打て！」という厳しい言葉にも、「うまく、強くなりたい」
という気持ちで頑張っていました。
　「団員たちには、バレーボールの楽しさ、勝つことの喜び、何かに一生懸命に取り組むことの
大切さ、そして、礼儀、挨拶も学んでもらえれば嬉しい。また、一生懸命指導することにより入団

当初と比べ、技術面の向上や精神面も強くなっていくこ
とが実感でき嬉しく思うため、15年間指導を続けてこら
れたのだと思います」と語って下さいました。
　指導者、保護者、子供たちが一体となり、厳しさの中に
も楽しそうに、生き生きとバレーボールに取り組んでい
る姿が輝いており、とても印象的でした。

可愛いお店を
開くのが夢！！

登録メンバー 男子 １４人　女子 ２１人

指導者

 男子監督：　中村　俊幸

 男子コーチ：黒木　義正、明河かおり

 女子監督：　田中　孝明

 女子コーチ：太田　正嗣、橋本　淳子

練習日　 毎週３回：火、水(木)、土

練習場所 上中体育館　他

過去の成績 

男子：全国大会４回出場(福井県１位)

主な大会

県新人戦大会(3月)、若狭エネチャンピ

オンズカップ(4月)、全国大会福井県予

選(7月)、県少年少女バレー(8月)、荻野

杯(11月)、若丹大会(12月)、その他

ふれあいネットワーク

若狭町下吉田 ２１歳
Ａ型   さそり座（独身）
若狭町下吉田 ２１歳
Ａ型   さそり座（独身）

若狭町堤 ２２歳
Ｂ型   やぎ座（独身）
若狭町堤 ２２歳
Ｂ型   やぎ座（独身）

上中バレーボールスポーツ少年団上中バレ―ボールスポーツ少年団



今年度、皆さまから寄せられた募金を
活用してこのような事業を実施しました。

歳末たすけあい
助成金事業報告

　在宅で介護をされている方を対象に、日ごろの疲れを癒

していただこうと、マッサージ無料券を配布しました。

歳末たすけあい配食事業

　今年も大晦日に、ひとり暮ら

しの高齢者や高齢者世帯等へ手

作りのおせち料理をお届けしま

した。受け取った高齢者のみな

さんは、思わぬごちそうに大変

喜んでおられました。

　１２月２日（日）地域福祉センター泉にて｢ふれあいの

集い｣が開催されました。今回は『こころの健康を保つた

めに』と題しての講演会を実施しました。他にも就労相談、

なんでも相談コーナーを設け、ボランティアのみなさんの

ご協力のもと、有

意義なひと時を過

ごしていただきま

した。

【参加者】１１８名

みなさまのあたたかいご協力ありがとうございました

平成２４年度 赤い羽根共同募金運動実施報告平成２４年度 赤い羽根共同募金運動実施報告

募金総額

一般募金4,677,898 3,176,550円
歳末募金 1,501,348円円

　１０月１日から全国一斉に展開されました赤い羽根共同募金運動において、たくさんの皆さまからやさしい気持ちが寄せ

られました。ご協力に感謝するとともに、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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。
（敬称略・順不同）

※平成25年2月1日現在

【企業・医療機関・学校等】

旭木材工業㈱

居酒屋じろう

石田モータース

浦見川住宅産業㈱

えびす荘

大阪プラント㈱

大塚自動車工業㈲

小浜ヤンマー㈱

嘉兵衞

㈱井ノ口電気

㈱エコファームみかた

㈱おたべ

㈱光洋

㈱武笠

㈱武田設備

㈱徳山組

㈱西野土木

㈱日本管財環境サービス

㈱福梅

㈱前田産業

㈱ミヤギ

㈱ラボ

㈱若狭松葉

㈱若狭輸送

上中ガス㈱

上中石油㈱

かみなか農楽舎㈲

久保田工業㈱

桑原組㈱上中営業所

五井伴石油店

大和コンクリート

　　工業㈱三方工場

ダイカボリマー㈱

立井商店

タニグチ㈱三方営業所

デンヨー㈱福井工場

鳥浜酒造㈱

西田梅加工場

日本料理いち福

飛喜丸

福井ヤクルト販売㈱

　　　　嶺南営業所

福邦銀行㈱

ファミリーマート

　　　　上中三宅店

三方運輸㈱

三方建材㈱

三方ショッピング

　　センターレピア

三方林材㈱

㈲今井技研

㈲今井塗装

㈲上野モータース

㈲榎本自動車

㈲貴御電設

㈲くるま屋

㈲小西瓦工業

㈲五湖自動車商会

㈲庄司

㈲田中産業

㈲町栄電気工業所

㈲鳥居建築

㈲内藤ガラス店

㈲中村モータース

㈲野村石油店

㈲檜鼻モータース

㈲藤川設備

㈲三方五湖環境

㈲みしば

㈲水江レンタカー

㈲三田電子

㈲吉村油店

リフレステやまびこ

レインボー観光自動車㈱

わかさカントリー倶楽部

若狭日清工業㈱

和田モータース

医療法人嶺南病院

加藤医院

関根医院

千葉医院

中村歯科医院

山本こども診療所

介護老人保健施設ゆなみ

㈶熊谷福祉財団

Ｃネットふくい若狭事業所

特別養護老人ホーム松寿苑

れいなん森林組合

若狭農業協同組合

わかさ東商工会

若狭三方漁業協同組合

若狭三方五湖観光協会

海山観光組合

海山漁業協同組合

小川観光組合

小川大敷網組合

食見観光組合

世久見観光組合

世久見定置網組合

常神観光組合

常神須崎定置網組合

鳥浜漁業協同組合

神子観光組合

神子定置網組合

遊子観光組合

気山区さわやか会

下野木地蔵堂お賽銭

円成寺仏教婦人会

天徳寺いずみクラブ

天徳寺壮年会

松寿苑職員一同

若狭町ゴルフ協会

梅の里保育園

明倫小学校

三方小学校

気山小学校

岬小学校

鳥羽小学校

熊川小学校

三宅小学校

野木小学校

三方中学校

三方中学校岬分校

【その他】

ハート＆アートフェスタ

　フリーマーケット出店料寄付

アートでハート展収益金

【街頭募金・募金箱】

ＰＬＡＮＴ－２上中店街頭募金

レピア街頭募金

ハート＆アートフェスタ２０１２

　　　　　　　　　　街頭募金

Ｃネットふくい若狭事業所

　　　　　　　　　　街頭募金

梅の里会館募金箱

加藤医院募金箱

上中庁舎募金箱

上中病院募金箱

Cネットふくい若狭事業所募金箱

関根医院募金箱

千葉医院募金箱

とむらクリニック募金箱

中村歯科医院募金箱

㈱西野土木募金箱

ＰＬＡＮＴ－２上中店募金箱

松寿苑募金箱

三方庁舎募金箱

レイクヒルズ美方病院募金箱

嶺南病院募金箱

レピア募金箱

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

いずみ事業所募金箱

五湖の郷事業所募金箱

パレア若狭事業所募金箱

若狭町斎場募金箱

ほたる熊川宿募金箱

五湖の郷事業所秋祭り募金箱

【個人】

上中病院名誉院長　芦田務

上中病院長　　　岡本敏幸

上中病院医長　　長谷健司

上中病院歯科医　松木宏篤

三方診療所長　　岩田竹矢

上中中学校長　　吉田淳夫

三方中学校長　　山田政孝

梅の里小学校長　下南　貢

瓜生小学校長　　松宮高宏

気山小学校長　　大谷甚蔵

熊川小学校長　　檜鼻幹雄

鳥羽小学校長　　島津静夫

野木小学校長　　服部成男

三方小学校長　　小嶋明男

岬小学校長　　　川瀬新一

みそみ小学校長　上野庄一

三宅小学校長　　高橋繁応

明倫小学校長　　上田和義

小林吉三

清水義弘

福島三郎

匿名×２３名

民生委員児童委員協議会

（高齢者福祉部会・障害者

　福祉部会・児童福祉部会）

若狭町社会福祉協議会

　　　　　　　 役職員一同

助成額：64,000円

ふれあいの集い（障がい者交流会）
助成額：481,647円

介護者リフレッシュ事業
助成額：15,000円

　自分たちの地域を少しでも良くしようとがんばってい

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。

　　　　　　　　　　　　　　　【助成団体】１０団体

　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、活動のための費用として助成しました。

　７月１４日（土）パレア若狭音楽ホール

にて、小地域福祉活動推進セミナー「広が

るご近所福祉」を開催しました。

　今回は、地域ケア会議の取り組みや送迎ボランティアに

ついての取り組みなど、若狭町でも関心の高い内容につい

て先進地より講師を招きお話しいただきました。当日は、

福祉委員をはじめとする福祉関係者や区役員のみなさんな

ど、たくさんの方々が熱心にお話しを聴いておられました。

【参加者数】１７０名

小地域福祉活動の推進 ※
助成額：50,000円

※付の事業は、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の助成額を記載しております。

　今回で２０回目を迎えた、嶺南地方にゆかりのある著名

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。

【開催日・出展作家】１０月６日（土）～２０日（土）  ３９名

アートでハート展の開催
助成額：206,433円

　ボランティアさんに配達をご協力いただき、お昼のお弁

当をお届けする「まごころ給食サービス」にかかる費用の一

部に活用しました。

まごころ給食サービス ※
助成額：230,254円

　福祉用具無料貸出用品として、新たにコンパクトな車い

すや歩行器等の整備を行いました。

貸出用福祉用具の整備
助成額：144,400円

　ボランティアセンターの機能充実を図るため、ボランティア

情報掲載用に掲示板、パンフレットスタンドを整備しました。

ボランティアセンター拠点づくり
助成額：56,910円

小地域福祉活動推進モデル集落への助成 ※

福祉団体等への助成
助成額：535,000円

助成額：400,000円
　町内在住の支援が必要な方等についての調査や支援を

行う費用として活用しました。

要援護者支援調査
助成額：150,000円

　パンフレットや本誌「社協だより」等、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。

広報啓発活動 ※
助成額：584,220円

　昨年度皆さまから寄せられた
赤い羽根共同募金の地域助成金を活用して
今年度実施した事業は以下のとおりです。
※今年度の募金は来年度の助成金として活用されます。

　9月最終日曜日「ボランテ

ィアの日」に、料理教室、寄

せ植え教室を開催し、作っ

たものを日頃気にかけてい

る人に贈るという活動を行

いました。当日は３つの会場合わせて７６名の方が参加し、

楽しくボランティア活動を体験していただきました。

ボランティアの日イベント開催※
助成額：35,200円

　１２月１０日（月）ひとり

暮らし高齢者を対象とした交

流会を行いました。今回は初

めて三方上中両地域合同での

開催となりました。参加者１０７名という大人数での交流

会となり、終始にぎやかな時間を過ごされていました。

　また、12月2６日（水）には各集落の福祉委員さんより、

この交流会に参加できなかったひとり暮らし高齢者（１４５

名）へ生花を配布させていただきました。

ひとり暮らし高齢者交流会
助成額：444,860円
ひとり暮らし高齢者生花贈呈事業
助成額：155,400円

　１２月２３日（日）地域

福祉センター泉にて、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。

　当日は３６名の方が参加され、クリスマスリースづくり

や歌で楽しい時間を過ごされました。

障がい児クリスマス会
助成額：98,934円
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障害者就労支援の障害者就労支援の

相談支援事業所や若狭町福祉課へ、サービス利用についての相談をしてください。

サービスを利用される場合、若狭町福祉課への申請が必要となります。

障害程度区分の認定は不要ですが、利用者の心身の状況や生活環境等の調査が行われ、

受給者証が発行されます。

その後、利用したいサービスのある事業所と契約して、利用を開始します。

町内の就労支援事業所は以下のとおりです。

※ 町外にもサービスを利用できる事業所があります。

もっと知りたい！福祉サービス！！

あれ れこ

シリーズ

サービス事業所のご案内

サービスを利用するには…？？

□就労移行支援

　　C・ネットふくい若狭事業所

（62-2550）

□就労継続支援Ａ型

C・ネットふくい若狭事業所

（62-2550）

□就労継続支援Ｂ型

クリーンねっと若狭

（45-1040）

  障害者自立支援法は

Ｈ２５年４月に改正され、

 「障害者総合支援法」

       となります。

障害者就労支援って？

就労移行支援 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

　平成１８年に障害者自立支援法が定められ、成長力底上げ戦略のもと、「福祉から雇用へ」の移行へと推進が図られてい

ます。働く意欲のある障がい者がその能力を十分に発揮し、地域で自立した生活が送れるようにするためのサービスがあり

ます。就労に必要な知識や能力の向上のために訓練を行ったり、就労の機会を得ることができます。

　一般就労等への移行に向けて、作業訓練や職場実習、適

性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を受けること

ができます。２年間の利用期限があります。

【対象者】

　就労を希望しており、一般企業等に雇用されることが可

　能である方

【利用料金】８００円程度/日

　生産活動やその他の活動の機会を通じて、一般就労に必

要な能力向上のための支援を受けることができます。利用

期限はありません。

　雇用契約を結び給料をもらいながら利用する「A型」、

雇用契約を結ばず工賃をもらいながら利用する「B型」の

２種類があります。

【対象者】

　年齢や体力面等で、一般企業に雇用されることが困難で

　ある方

【利用料金】６００円程度/日

※利用料金は、所得等に応じて負担上限額や軽減措置が設定されていますので、若狭町福祉課（☎６２－２７０３）へご相談ください。

企業で雇用される場合は…？

　ジョブコーチによる直接的、専門的な支援を一定期間受

けながら働くこともできます。

※障害者雇用率制度では、企業に対して、雇用する労働者に占める

障がい者の割合が、一定率以上になることを義務づけています。企

業での雇用を希望される場合は、ハローワークへ相談しましょう。

　年をとるにつれて、食事が上手く食べられなくなるなど、食生活にも影響を及ぼす変化

が起こります。食べることは高齢者にとっても、大きな楽しみのひとつです。体の状態に

合った食事を美味しく食べてもらうために工夫をした食事の事を介護食といいます。

介護食編介護食編

なるほど

３分でわかる介護は、できるだけ家庭での介護負担を軽減できればと思いシリーズ化しています。

介護食編

３分でわかる介護３分でわかる介護３分でわかる介護 Vol.21

知っ得

加齢に伴い起こりやすい食につながる能力低下加齢に伴い起こりやすい食につながる能力低下

　食事をとってもらうには身体能力の低下を理解したうえ

で、味付けや形態を工夫することが大切です。食べ物の硬

さや形態には次のようなものがあります。

・ミキサー食

　ミキサーなどにかけ、流動体にしたもの

・刻み食

　すりつぶしたり、軽くミキサーにかけた

　りして、ペースト状にしたもの

・トロミ食、ゼリー食

　片栗粉やくず粉、トロミ剤を使用し、トロミをつけたもの

・ソフト食

　舌で押しつぶせるような硬さにしたもの

介護食の工夫

食べやすさだけをいくら工夫しても食欲の増進にはつながりにくいものです。食べる方の嗜好・体

の状態に合わせること、そして、ミキサー食や刻み食が必要な方などには、形を変えてしまう前に

盛り付けた食べ物を見てもらうなど、視覚も刺激すると食欲をうまく引き出せるかもしれません。

介護食の主な形態介護食の主な形態

　在宅で介護を行う場合、介護食を準備するのは介護する

側にとってかなりの負担となります。必要に応じて市販の

介護食品や町などが行っている配食サービスを利用するな

ど、負担を減らす工夫をしましょう。

　市販の介護食品には「ユニバーサルデザインフード」と

いう表示がされており、固さや粘度に応じて4つの段階に

分けられています。本人の状態に合わせて選ぶことが可能

です。

　配食サービスは、栄養のバランスがと

れた食事を自宅まで届けてくれるサービ

スです。詳しくは、若狭町福祉課または

若狭町社協までお問い合わせ下さい。

・味覚が衰える

　塩味・甘味の感覚が鈍くなり、濃い味付

　けを好むようになります。

・視覚・嗅覚・温覚が衰える

　色合いや香りを感じにくく、食欲の低下につながります。

　匂いが分からず、傷んだものを食べてしまったり、熱い

　ものに気付かずやけどをしてしまったりします。

・噛む力が衰える

　歯を失うことなどにより、噛む力が弱くなり、軟らかい

　ものばかりを選んで食べることにより、栄養バランスが

　偏ります。

・唾液の減少

　口の中での消化がうまくいかず、胃に負担がかかります。

・消化液の減少

　消化不良や下痢を起こしやすくなります。腸の動きも弱

　くなるため、便秘になる事も。食欲不振や、栄養不足に

　つながってしまいます。

・のどの渇きに鈍くなる

　脱水症状を起こしやすくなります。

・飲み込む力が弱くなる

　喉を通りにくくなり、むせたりつかえたりしやすくなり、

　食べることが嫌になる傾向が見られます。

簡単に用意できる介護食とは？簡単に用意できる介護食とは？
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福祉基金

（敬称略・順不同）

物品預託

平成24年11月21日～平成25年1月20日

「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。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。

welfare information 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。本誌で紹介してほしい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。福祉の情報お届けします

若狭地区社会福祉協議会表彰が行われました！若狭地区社会福祉協議会表彰が行われました！若狭地区社会福祉協議会表彰が行われました！

三方小学校ぼたもち配り～私たちも地域の一員！～三方小学校ぼたもち配り～私たちも地域の一員！～三方小学校ぼたもち配り～私たちも地域の一員！～

企業向け介護講座大募集！！企業向け介護講座大募集！！企業向け介護講座大募集！！

【応募対象】　砂防ボランティア活動を実施する団体又は個人
【対象事業】
　・砂防ボランティア団体等が､土砂災害被災地域において実施するボランティア活動に
       対する助成
　・砂防ボランティア団体等が実施する砂防行政への支援活動に対する助成
　・砂防ボランティア団体等が実施する地域に根ざした防災活動等に対する助成
　・その他｢基金｣にかなう事業に対する助成
【助成金額】　１件あたりの助成上限なし
【応募締切】　平成２５年３月末日まで
　　　　　　（ただし災害時緊急活動に対する助成事業に関しては随時受付）
【問い合わせ先】
　一般財団法人　砂防フロンティア整備推進機構　企画調査部 
　〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-4　砂防会館別館6階
　TEL：03-5216-5872（代表）　FAX：03-3262-2202　E-Mail：kikaku@sff.or.jp
　ホームページ　http://www.sff.or.jp/volunteerkikin/

【応募対象】
　国立公園及び国定公園の自然保護上、重要な地域における自然環境の保全に資する実践的
　活動で地域の理解や参加協力を得られる広範なボランティア活動。
　特に大勢の人たちが参加できる機会を提供する活動や次の世代を担う子供たちを対象とし
　た活動の実践を期待している。
【対象事業】
　・自然公園の美化清掃活動 
　・高山植物などの植生復元活動や野生生物の生育環境保全活動 
　・登山道、探勝路、園地などの利用環境の維持活動
　・公園を訪れる利用者への自然解説などの自然ふれあい推進活動 　　など
【助成金額】　助成総額６００万円、１件あたりの上限５０万円（原則）
【応募締切】　平成２５年４月５日（金）
【問い合わせ先】
　一般財団法人　自然公園財団　自然保護ボランティアファンド担当
　 〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-2-31　第36荒井ビル2階
　TEL：03-3556-0818　FAX：03-3556-0817 

　１２月１８日、三方小学校の３年生がぼたもちづくりを行い、出
来たてのぼたもちを校区内のひとり暮らし高齢者の方へ届ける活動
を行いました。
　この活動は、地域のひとり暮らし高齢者の方に少しでも年末年始
を温かい気持ちで過ごしていただくこ
とと、子どもたちがひとり暮らし高齢者
の方のお宅を訪問し、顔を知ることで、
地域の一員であるという自覚をもち、
地域の役割を担うことを目的としてい
ます。
　当日は、民生委員の方々やボランティアさんにもご協力いただき、
三方小学校の児童全員で１年間大切に育てた「ゆりかご米」を使っ
て、あんこ・きなこ・ごまの３種類のぼたもちを作りました。炊いたも
ち米をみんなで力を合わせてつぶし、一つひとつ丁寧に丸めていき
ました。あんこ・きなこ・ごまをグループごとに手際よくつけていき、

おいしそうなぼたもちが完成しました。
　さあ、いよいよ地域のおじいちゃん・
おばあちゃんにぼたもちを届けに出発
です！
　各グループにわかれ、完成したぼた

もちと一緒に手紙と「ゆりかご米」をもって民生委員の方々やボラン
ティアさんとぼたもちを届けに行きました。
　子どもたちがぼたもちを届けに行
くと、みなさん笑顔で迎えてください
ました。ぼたもちを受けとったおじい
ちゃん・おばあちゃんの「ありがとう」
という言葉に子どもたちの顔も自然と
ほころんでいました。子どもたちが帰
るときは、みなさん寒い中、その姿が見えなくなるまで見送ってくだ
さっていました。
　この活動を通して、子どもたちはお互いを“思いやる心”を学ぶこと
ができたのではないでしょうか。　
　後日、三方小学校には多くのお礼の手紙が届いたそうです。その
一部を紹介します。

　ひとり暮らし高齢者の方に
とって、かけがえのないプレ
ゼントとなったようです。

　あなたの企業で介護講座をしてみませんか？
　福利厚生ご担当の方、ご高齢のお客様と接する機会が多い職種
の方必見！！
　介護のプロがあなたの地域に出かけ、介護する人も介護される
人も、負担の少ない楽・らく介護法をお教えします。

　【テーマ】　家庭介護（講義、実演）
　【内　容】　・腰痛にならないための体の起こし方
　　　　　　・移動、移乗の方法
　　　　　　・食事の工夫やお世話のしかた
　　　　　　・体の拭き方、洗髪、手と足の洗い方
　　　　　　・介護をする人の心がまえ、される人の気持ち
　　　　　　・認知症のお世話について
　※ 上記はほんの一部です。その他のメニューでも対応できます
　　 ので、まずはセンターへご相談ください。
　【料　金】　無料
　　　　　　（教材費の自己負担をお願いする場合があります。）

　　　　　　　　　【問い合わせ先】
　　　　　　　　　　嶺南地域福祉相談・介護実習普及センター
　　　　　　　　　　TEL：0770-52-7832　　FAX：0770-52-7834

円ブリオって？
　エンブリオ（EMBRYO）とは８週目までの胎児のことです。
　お腹の中の赤ちゃんは、お母さんとは別の人格をもったかけがえ
　のないひとつの命です。
円ブリオ基金とは？
　８週までの胎児の学名を（embryo）と呼ぶことから、「エン」を「円」
　にして「円ブリオ基金」と名づけ、赤ちゃんが生まれて一番幸せな
　国をつくるために、ひと口１円、国民の皆様の善意をコツコツ集
　めて、産みたい妊婦さんを応援しています。

【日　　時】　平成２５年３月１０日（日）
　　　　　　１４：００～１６：００（１３：３０受付開始）
【演　　題】　「マザー・テレサに学ぶいのちを守る勇気」
【講　　師】　千葉茂樹氏（映画監督）
　　　　　　田口朝子氏（生命尊重センター副代表） 
【会　　場】　福井県国際交流会館　地下１階ホール
【チケット】　一般　９９９円＋円ブリオ基金一口１円
　　　　　　学生　５００円（中学生以上）

【問い合わせ先】
　円ブリオ福井　　TEL：080-3742-0303　　FAX：0778-27-1752

いのちの講演会いのちの講演会いのちの講演会

　２月２日（土）おおい町ぶらっとにて、若狭地区社会福祉大会が開催されました。
　この大会の会場は、若狭地区４町を持ち回りで毎年開催しており、住民の社会福祉への理解と関心を高め、「福祉のまちづくり」をすすめると
ともに、これまで若狭地区の社会福祉の発展に功績のあった方々を顕彰し感謝の意を表することを目的としています。
　今年の大会では、２６人５団体が表彰され、若狭町では８名の方が表彰されました。

上　野　　吉村　義美

南前川　　藤本　整男

三　田　　岡本　嘉樹

井　崎　　由里　浩永

成願寺　　村田　隆　

井　崎　　清水　英夫

300,000円

300,000円

200,000円

100,000円

100,000円

100,000円

50,000円

100,000円

50,000円

10,000円

佐　古　　吉田　稔

三方地区明るい社会づくり推進協議会

匿　名

匿　名

　１月２４日（木）、国際ソロプチミスト

敦賀様より、社会福祉事業に役立ててほし

いと、空気清浄機２台をご寄贈いただきま

した。

　ご寄贈いただきました空気清浄機は、五

湖の郷事業所にて使用させていただきます。

ありがとう

ございまし

た。
南前川　　藤本　整男

三方地区身体障害者福祉協会

JA女性部三方五湖支部

匿　名

匿　名

匿　名

匿　名

匿　名

介護用品

デジタルカメラ

ティッシュ

せっけん、タオル

介護用品

介護用品

介護用品

みかん

物品寄贈

助成金情報助成金情報助成金情報

平成２５年度公益信託自然保護ボランティアファンド活動助成

｢砂防ボランティア基金｣平成２５年度助成事業

【社会福祉事業感謝】
　社会福祉事業に積極的な協力を行った方
　・千田　孫保（ボランティア）　・小林　吉三（ボランティア）

【社会福祉協議会役職員功労】
　・岡垣　泰子（職員）　・河合　英子（職員）　・村上　由美子（職員）
　・橋本　貴文（職員）　・吉村　節子（職員）　・吉田　チヱ子（職員）

若狭町内表彰者

おもちを見つめながら、小さな手で
作っていただいた顔を思い出し、
涙が出てとまりませんでした。
本当にあたたかい心をありがとう。
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