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共同募金・歳末事業報告

嶺南著名作家名品展
歳末たすけあいチャリティー

ボランティアのつどい
共同募金配分金事業

共同募金実績報告
赤い羽根・歳末たすけあい

１７0万
9千2

93円

２92万
3千1

53円
赤い羽

根

　　　　共
同募金

歳末
たすけ

あい募
金

各集落でお願いしました袋募金では、ほとんどの世帯より義援金をいただき、

ほんとうにありがとうございました。

袋募金以外で受付いたしました義援金は、上記のとおりです。

ご協力ありがとうございました！！

平成１８年度にみなさまからお寄せいただいた義援金

は、それぞれ以下のとおりでした。

（敬称略：順不同）

　平成18年11月25日から12月7日

まで若狭町ボランティアセンター運

営委員会主催の歳末たすけあいチャ

リティー『嶺南著名作家名品展』が

パレア若狭ギャラリーにて開催され

ました。

　今年は、嶺南著名作家32名と、若

狭町と姉妹都市である大阪の高槻市

水墨画同好会11名の方々の作品、合

計55点が一堂に展示されました。期

間中は多くの方々にご来場いただき、

昨年を上回る実績をあげることが出

来ました。

　落札された作品は希望者に手渡さ

れ、名品展で寄せられた収益金は全

額歳末たすけあい運動の義援金とし

て寄付させていただきました。

　みなさまのあたたかい善意に感謝

いたします。

　平成18年10月22日(日)、ショッピングセンタ

ーレピア2階ホールにて『デイサービス・配食ボ

ランティアのつどい』を開催致しました。当日は

運転ボランティア『愛泉会』、着脱ボランティア

『あすなろ会』、配食ボランティア『まごころ会

』、上中地域の運転ボランティア、配食ボランテ

ィアの計40名の方々の参加があり、講演会、意

見交換会、懇親会で交流を深められました。

【絵画造形】【書　　道】
　    岸本一筆
    鹿野棲雲
   千葉半　
   中塚楓雲
   中村秀峰
   森　早苗
   山本青蓮

出展作家（敬称略・順不同）

　 朝倉精道
   粟谷正光

   伊藤ちづ子
   上原徳治
貝井春治郎

      河田松湖
   神戸正行
   久保　馨
   竹原　豊
　 谷本勝美
   柄本忠宗
   長谷光城

   中森あゆみ
      西田良三

   野瀬成夫
   羽溪　了
   平井尚美

　    

　    粟井和子
    上岡勢津子

   木下房子
   近藤美代子

   大洞千代
   田中八重子

　 中井香代子
彦阪津乃恵
福原勝次

前川すえの
吉川敏夫

【高槻市水墨画同好会】

　 　    牧野浩之
舛谷　孝

   松宮昭治
   松宮　　
   村上茶山
   湯淺廸哉
   吉田正喜
   渡辺　淳

【絵画造形】

こんな作品がありました。

■講演会

　　福井テレビ制作局長で、福井県ボランティアセンター

　運営委員の矢納正人氏より『幸せを探しているあなたへ』

　という演題でご講演をいただきました。

■意見交換会

　　各ボランティアグループに分かれて意見交換会を行い

　ました。

街頭募金　レピア

街頭募金　PLANT-2

若狭町議会

若狭町ゴルフ協会

岬保育所

梅の里保育所

わかば保育園

ののはな保育園

鳥羽保育所

三宅保育所

明倫保育所

気山保育所

中央保育所

みそみ保育所

みそみ小学校

三方小学校

気山小学校

明倫小学校

野木小学校

三宅小学校

瓜生小学校

熊川小学校

岬小学校

梅の里小学校

鳥羽小学校

三方中学校

上中中学校

三方診療所

上中庁舎窓口

三方庁舎窓口

上中郵便局

上中病院

嶺南病院

千葉医院

加藤医院

関根医院

松寿苑

瓜生公民館

熊川公民館

三宅公民館

野木公民館

ファミリーマート三方北前川店

ミニストップ若狭三方店

ミニストップ上中店

ミニストップ若狭瓜生店

PLANT-２

Aコープ上中店

（有）貴御電設

西野土木

鳥羽地区佛教会（共和会）

瓜生梅花講

野木佛教会

円城寺佛教婦人会

得法寺仏教婦人会

瓜生地区　以真団

瓜生神楽同好会

大島食堂

天徳寺いずみクラブ

若狭消防署上中分署

上中八紘会

日笠凸凹会

いずみ会

瓜生ふれあいサロン

天徳寺区壮年会

プラザふれ愛わかさ

松寿苑職員一同

熊谷福祉財団

下野木地蔵堂

地域福祉センター泉窓口

パレア若狭窓口

JA三方五湖

JA三方五湖職員組合

前田　喜久枝

新田　新

田辺　早苗

松宮　源吾

水江　キク

清水　和夫

小林　吉三

竹内　敏雄

山根　真一

あ
り
が
と
う
ご
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し
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。
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(ボランティアグループ) 

・若狭町婦人福祉協議会 

・若狭町母子寡婦福祉連合会(すまいる会) 

・気山さわやか会 

・鳥浜寿会 

・いずみ連 

・若狭町民生・児童委員協議会女性委員 

・若狭町老人クラブ老人家庭相談員 

・三方けあきサロン 

共同募金・歳末事業報告

障害児激励事業（クリスマス会）
歳末たすけあい配分金事業

ふれあいの集い（障害者交流会）
歳末たすけあい配分金事業

   ～ お友達と家族で楽しいクリスマスを･･･ ～　

　平成18年12月24日（日）のクリスマスイブ、地域福祉セン

ター泉にて障害を持った子どもたちとその家族を対象にしたク

リスマス会が開催されました。この事業は、歳末たすけあい運

動期間中に町内のみなさまよりいただいた募金の地域配分金を

活用し、今年度はじめて実施した催しです。

　当日会場内には、楽しそうにはしゃぐ子どもたちの声が広が

り、明るい日差しが差し込む中、楽しい人形劇や歌の演奏など

様々なクリスマスの催しが行われました。中でもピエロが登場

したバルーンアート体験では、おどけたピエロが巧みに作り出

す風船の動物に興味津々な様子で、最後はみんなでかわいい風

船のうさぎを作り満足げな表情を浮かべていました。

　今回のクリスマス会では、三方地区ジュニアリーダーの生徒

さんたちがボランティアとして参加してくれ、子どもたちの面

倒を見ながら一緒にパーティを盛り上げてくださいました。

　おやつの時間には、社協職員がサンタに扮し、子どもたちと

いっしょにデコレーションケーキを作りました。日常生活では

あまりすることのない体験に、子どもたちは顔にクリームをい

っぱいつけながら、とてもうれしそうにケーキをほおばってい

ました。

　最後は、社協スタッフがハンドベルで「サンタが街にやって

くる」を演奏し、その演奏にのって登場したサンタクロースか

らクリスマスプレゼントが参加者みんなに手渡されました。

　今回のクリスマス会は、参加者みんなで作り上げた手作りパ

ーティとなり、アットホームなひとときを過ごしました。最後

にはスタッフと参加者の距離が縮まり、職員と一緒に写真撮影

している子どもたちもいました。

福祉の現場はどうしても高齢者に偏りがちになっているのが現状

です。社会福祉協議会では、今後は未来を担う子どもたちの福祉

にも、積極的に取り組んでいきたいと考えています。

　平成18年12月3日(日)に『ふれあいの集い』が開催されました。

　この事業はノーマライゼーションの理念のもと、町内の障害をお持ちの方が社会参加する機会として毎年

開催されており、今年も150名の参加があり、多くのボランティアさんのご協力を得て盛大に終了する事が

出来ました。

NAOMIさんによる歌謡ショー。美しい歌声が会場全体に広がりました。

講演『障害者福祉サービスについて』

　講師　若狭町福祉課　主事　兼松研也氏

　平成18年10月から全面施行された障害者自立支援法

　についての説明がありました。

朝早くよりボランティアみなさんが手分

けをして昼食を作ってくださいました。

アトラクション

笑福一座さんによるパフォーマンス。

元気いっぱいのステージでした。

　　　<協力> 

　　　・若狭町　　 

　　　・嶺南振興局

　　　　　二州健康福祉センター 

　　　・若狭町民生委員

　　　　　児童委員協議会 

・笑福一座（若狭町三方地域）

【出演者】

・ＮＡＯＭＩ

みなさんのご協力ありがとうございました！

→
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共同募金・歳末事業報告

あなたに逢いたくて・・・
独居老人激励事業

無料貸出用品（福祉用具）を新たに
歳末たすけあい配分金で･･･

　　　　平成１８年１２月２７日（水）に鏡餅

　　　　と雑煮用の小餅、正月用生花を贈らせて

頂きました。今回の贈呈は、先に実施しました

食事会に身体の都合等で参加できなかった方を

対象とさせていただきました。

　また、この事業では、贈呈を

各集落の福祉委員の皆様にお手

伝いいただき、実現いたしまし

た。福祉委員の皆様には、ご協

力いただきありがとうございま

した。

　　　　平成18年12月13日（水）と15日（木）

　　　　 に食事会を行いました。今回の食事会

は参加者数の関係上、三方地域と上中地域を分

けて実施し、三方地域では２９名、上中地域で

は３９名の方に参加いただきました。

　参加いただいたみなさんは、世間話や日頃な

かなか会う事ができない人との思い出話など、お

おいに盛り上がっておられました。また、お互

いの苦労をわかち合い、心身ともに疲れをリフ

レッシュして帰っていただきました。

　この度、皆様からよせられた歳末たすけあい募金の配分金にて

電動ベッドを購入させていただきました。貸出しできる福祉用具

はベッド・車椅子・スロープ・シャワーチェアーなど、色々取り

揃えております。希望される方は、お気軽に社会福祉協議会へお

問い合わせ下さい。（※数に限りがあります。）

　平成18年12月3日に建築組合青年部の皆さんにより、上中地域の独

居老人家屋補修ボランティアを実施していただきました。今年は例年よ

りも実施件数が増えましたが、皆さん手際よく雪

囲い等の作業をしてくださいました。

　利用者の皆さんは「去年は大雪だったので今年

も心配だったが、これで安心。」と大変喜んでお

られました。建築組合青年部の皆様には、お忙し

い中、ボランティア活動をしていただきありがと

うございました。

会 贈

　この事業は、歳末たすけあいの配分事業として、平成１８年度に皆様から寄せられた募

金の一部を使用して、町内に子供のいない一人暮らし老人及び、要援護世帯を対象に食事

会とお餅・生花の贈呈を実施しております。対象者の調査については、民生委員及び福祉

委員にご協力いただき実現しております。

　対象者のみなさんは、毎年この事業を楽しみにしておられ、事業実施後には、たくさんのお礼の言葉

をいただいております。

正月用生花

安心して年を越していただけるように・・・
家屋補修ボランティア

※写真はイメージです

　若狭町社協が実施する福祉サービスで、活動して頂いているボランティアさんが、日頃どのような活動を

されているのかを紹介するコーナーです。

　今回は、デイサービスセンターのいずみとやすらぎで活動されているボランティアさんをご紹介いたします。

《代表：吉村 文夫さんのお話》

　音楽を通して、とにかく皆さんに楽しんで頂きたいという思

いです。昔の懐かしい歌をうたう事で皆さんに元気を出して頂

き、今あることを共に喜びたいと思っています。

　デイサービスいずみで、音楽を通した楽しい時間を提供してく

ださっています。

　町内の１６名で活動されており、年齢も２０代から７０代まで

と幅広く、毎回、利用者の皆さんの笑顔や思い出話を上手に引き

出してくださいます。利用者の皆さんも、月一回のいずみ訪問を

楽しみにされています。

　デイサービスやすらぎにて利用者にお手玉作りやパッチワーク等、様々な手芸を教えてい

ただいています。

《長谷部 弓子さんのお話》

　少し先輩の方々、多様な個性、少々の障害も苦ともせずデイサービスに通っておられる皆

さん。そんな皆さんに７０歳を間近に迫った身で刺激を沢山いただきながらボランティアを

始めて早3ヶ月になりました。

　知人に"ポンッ"と背中を押してもらった事がボランティアを始めたきっかけです。優しい

　　　　　　　　　　　　　　スタッフの足手まといになっていないかなぁ？これで良いの

　　　　　　　　　　　　　　かなぁ？と思いながらスタッフの皆さんと一緒に頑張ってい

　　　　　　　　　　　　　　ます。慣れない新地で少しでも皆さんの為に、そして自分の

　　　　　　　　　　　　　　為に頑張りたいと思います。ボランティアを始めて、新しい

　　　　　　　　　　　　　　自分探しが出来た事に感謝しております。皆さんと私、お互

　　　　　　　　　　　　　　い良い関係を続けられたらと、心から願っています。

認知症・寝たきりのお年寄りを抱える家族の集いを開催します

　平成１９年3月10日（土）にみなさまから寄せられた歳末たすけあい募金の配分金を使用して、介護者交流会を開催

します。この事業は、介護者が日常の介護から一時的に開放され、心身の疲労をいやすとともに、介護者同士の交流・

情報交換・相談の場として、介護者にリフレッシュしていただく事を目的としています。

これから

実施します

（レクリエーションボランティア）



こんな仕事やってます。

業 所 紹 介事 のコーナー ～　若狭町社協が実施する、福祉サービスを紹介するコーナーです。今回はケアマネ、生活支援ハウス、リラクゼーション、厨房を紹介します。～
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ケアマネージャー

厨房

リラクゼーション

生活支援ハウス

生活支援ハウス・リラクゼーション
居宅介護支援事業所とは、在宅の要介護者が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できる

ように、介護サービス計画の作成、サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジ

メントを行うところです。

デイサービス（いずみ、パレア、やすらぎ、西田）生活支援ハウス、リラクゼーション、配食サービスをご

利用のみなさまの食事を作っています。

　他の温泉と違い小さくお風

呂の数も少ないですが、ゆっ

くり出来るお風呂だと思って

います。

　お湯に入ると体があたたまり、上がった後もポカポカしてなかなか冷めなくて良いとのお客様からの声

もありますし、散髪や整体もやっておりますので、是非一度お越し下さい。

【吉田 チエ子】

美しい若狭町社協を目指

して地域の方々のケアマ

ネジメントをします。

【宇野 恵利子】

ひとはだぬぎます。
【瀬戸　如】（旧姓：田辺）

あなたの身近な

　　存在に・・・・。

【宮本　孝司】

生活支援ハウスで生活援

助員を担当しています。

現在入所者は9名です。

【籔ノ内 洋子】

平成12年から頑張ってい

ます。この頼もしい肩に

頼って下さい！　

【藤井　弘】

仕事に余裕を持って取り

組み、皆様がよろこんで

くれるよう頑張ります！

【和多田 真砂恵】

10月より上中支所で勤

務してます。よろしく

お願いします。

【西田　久恵】

たくさんの笑顔に会いた

くて頑張ってま～す

【渡辺　初子】（上中支所長）

10月から復帰しました

"ふれあいを大切に”を

モットーに頑張ってます。

【伊藤　宇一】

昨年４月からの新人伊藤

です。頑張りますのでよ

ろしくお願い致します。

【渡辺　純子】

この二の腕のように、

頼りになると言われる

ように頑張ります！

【
山
本 

ま
ゆ
み
】

 

笑
顔
を
絶
や
さ
ず

　
　 

が
ん
ば
り
ま
す
♪

【
森
下
　
幸
江
】

厨
房
の
楽
し
い
雰
囲
気
を

み
な
さ
ん
に
も
お
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け

し
た
い
で
す
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【島津 美貴子】

食べる事も大好きです

また遊びに来てね。

【青池　孝子】

いつもニコニコ楽しく

頑張ってマス！

【古澤 佑香里】

心も体も温まるおいし

い料理を作りたいです。

【山田　早苗】

料理のかくし味に

愛情もひとふり

【原田 みのり】

元気ハツラツ がんば

ってまぁ～す。

【河村　正代】

歩くアヒル。包丁持つ

手はきつつき･･･

社協オリジナルレシピ

作成中！

【澤　芳子】

お人好しで 力持ち。

【小堀 寿栄子】

ゆで卵の上手な作り方

教えます！！

　施設に入ると言うと、体が悪く重症だとか、自由に出来なくなると思われがちですが、生活支援ハウス

は他の施設と違って自立した人を対象としていますので、出来ることは自分で行って頂きますし、自由に

外出して頂けます。

　入居されている方同士がホ

ールで楽しく会話をされたり、

一緒に食事を食べたりもでき

ますし、スタッフが常にいる

ので安心感もあります。

　関心がございましたらお気

軽にお問合せください。

【岡本　幸江】

人生の先輩の皆様方と

一緒に楽しく頑張って

ます！

【山本　晃暢】

みんな協力して楽しい場所

にして行きたいです。

お砂糖入ったぁ～？

おしょうゆ
OKですか

ぁ～？

愛情はO
Kですかぁ

～？

はぁ～い！
はぁ～

い！

はぁ～
い

はぁ～
いはぁ～いはぁ～

い

はぁ
～
い

いずみ厨房

パレア厨房

ほわほわ

幸
せ
ぇ～



　平成18年１0月１日から平成１９年１月３１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）

（敬称略・順不同）

関西電力美浜発電所　　　　　　　４５，０００円

新　道　　永平　忠　　　　　　１００，０００円

北前川　　青池　清博　　　　　３００，０００円

脇　袋　　竹内　政治　　　　　１００，０００円

東黒田　　清水　孝志　　　　　１００，０００円

鳥　浜　　千田　俊雄　　　　　２００，０００円

上　野　　本所　正幸　　　　　２００，０００円

新　道　　松阪　行雄　　　　　１００，０００円

上黒田　　山﨑　孝　　　　　　１００，０００円

海　山　　前田　経義　　　　　１００，０００円

市　場　　中西　シズ　　　　　２００，０００円

安賀里　　橋本　佳和　　　　　２００，０００円

井　崎　　中上　励　　　　　　２００，０００円

若狭町三方地区

　明るい社会づくり推進協議会

　　　　　　事務局　大内　靖弘　１００，０００円

玉置区　平成１８年度禰宜　　　　　１９，７１２円

相田区すてるのはもったいない市　　　５，０００円

匿　　　名　　　　　　　　　　　　５０，０００円

匿　　　名　　　　　　　　　　　　　９，０００円

匿　　　名　　　　　　　　　　　　３０，０００円

匿　　　名　　　　　　　　　　　２００，０００円

匿　　　名　　　　　　　　　　　　１４，８８４円

下タ中一男性　　　　　　　　　　２００，０００円

相　田　　藤原　平夫　　　　　　　野　菜

成願寺　　村田　スミ子　　　　　　野　菜

能登野　　村田　吉太郎　　　　　　野　菜

藤　井　　古澤　ヤス子　　　　　　果　物

　　　　　匿　　　名　　　　　　　米

　　　　　匿　　　名　　　　　　　洗剤

　　　　　匿　　　名　　　　　　　おむつ

　　　　　匿　　　名　　　　　　　タオル等

　　　　　匿　　　名　　　　　　　車椅子・歩行器

預託・寄付いただいた物は、地域や地域福祉センター泉またはパレア若狭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・ロータスクーポン等のご寄付をいただきました。

　昨年９月２８日、これまでみなさまより「社会福祉事業に役立ててください。」と寄せられた寄付金の一

部を、町が西田地区に建設する『地域福祉推進拠点施設』の施設環境整備に役立ててもらうべく寄付させて

いただきました。

　去る12月28日、千田千代和町長より、感謝状が若狭町社会

福祉協議会の西野信治会長に手渡されました。この感謝状は、

みなさまがたからの善意に対する町からの感謝の念として当

社会福祉協議会で受け取らせていただきました。

みなさまがたからお寄せいただいた寄付金につきましては、

今後も地域福祉のために活用させていただく目的を持った

福祉基金として、大切に積み立てさせていただきます。

『ほんとうに、ありがとうございました。』

関西電力㈱美浜発電所より、

福祉の増進のために活用していただきたいとご寄付を

いただきました。ありがとうございました。

１月１９日

国際ソロプチミスト敦賀（会長　

山本美保子）より福祉施設運営に役立ててくださいと、折り

たたみ式ベッドを寄贈いただきました。寄贈いただきました

ベッドは、デイサービスで有効に活用させていただきます。

本当にありがとうございました。

厚生年金受給者協会敦賀支部
より車椅子を寄贈いただきました。デイサービスや無料貸出

用福祉機器として大切に使わせていただきます。

　今年も野木小学校5年生の皆さんから、

大切に育て収穫したお米を寄贈いただきました。

（写真左から、小野桃可さん・武田二葉さん）

　米作りについて聞いてみると、「鎌で稲を刈るのが楽し

かった。」「田植えは泥が気持ち悪かったが、慣れてくる

と楽しかった。」などの感想をいただきました。

　いただいたお米は、上中地域の配食サービスやデイサー

ビスの昼食として使用させていただきました。

三宅小学校5年生の皆さんからは、大切

に育て収穫したもち米を寄贈いただきました。

（写真左から、森上広野くん・中川拓耶くん・玉井夏美さん）

　いただいたもち米は、デイ

サービスのレクリエーション

で餅つきをして、利用者の皆

さんに召し上がっていただき

ました。

お 米

福 祉 用 具

１１月１０日

１２月８日

１２月１５日

10 11社協だより 2007年 2月号 社協だより 2007年 2月号

デイサービスパレア若狭での餅つきの様子。


