


赤い羽根共同募金がはじまりました！赤い羽根共同募金がはじまりました！赤い羽根共同募金がはじまりました！
　今年も１０月１日より全国一斉に『赤い羽根共同募金運動』がはじまりま

した。みなさまがたにもおなじみのこの共同募金運動ですが、今年で６１年

目を迎える大変歴史のある運動です。最近では、各地で起こる自然災害の災

害復興にも共同募金の配分金が役立てられています。

　共同募金は、地域の福祉向上のために実施する募金活動で、事前に使い道

（集める目標）を定める計画募金です。町の地域福祉活動を支える貴重な財

源となっておりますので、みなさまがたのご協力をお願いします。

　今年も共同募金がはじまる１０月１日に、町内２ヶ所で街頭募金活動を実施しました。当日は募金活動のボ

ランティアとして上中中学校の生徒さんと美方高校のＪＲＣ部のみなさんに協力していただきました。

レピアで活動いただいた美方高校２年生（ＪＲＣ部）の生徒さんたち

写真左より

　赤崎　恵里子さん

　・募金活動ははじめてではなかったですが、大変でした。

　増田　彩佳さん

　・人が少なかったのでさみしかったです。

　石嶋　陽香さん

　・また協力したいです。

　田多　健太さん

　・苦手でしたが、がんばりました。

　辻　先生（ＪＲＣ顧問）

街頭募金運動

地域の福祉、

みんなで参加

赤い羽根
共同募金

10月1日　　12月31日

赤い羽根共同募金でみなさまから寄せられた寄付金は、

わたしたちのまちの幸せのために役立てられています。
赤い羽根共同募金でみなさまから寄せられた寄付金は、

わたしたちのまちの幸せのために役立てられています。
赤い羽根共同募金でみなさまから寄せられた寄付金は、

わたしたちのまちの幸せのために役立てられています。

一般募金 10月1日から11月30日までの期間

歳末たすけあい募金 12月1日から12月31日までの期間

◇子どもの遊び場づくりに

子どもたちの健全育成のため、町内の公園に児童遊具を設置していただく際の補助金として配分しています。

◇福祉団体の育成や活動支援のために

障害者団体などの福祉団体の活動支援として配分しています。

◇災害時の緊急配分に

台風や水害など災害があった場合の緊急時に配分しています。   

◇福祉フェスティバル開催のために

福祉を通じた地域の交流イベントのために配分しています。 

◇広報啓発活動に　

福祉活動などの広報啓発活動に配分しています。   

◇ボランティアの育成や啓発活動に

ボランティア登録者を増やし、もっとボランティアに関心を

持っていただくための啓発活動に配分しています。

◆貸出用福祉機器整備事業に

町内の障がい者や高齢者を対象に、無料で貸し出す介護用品（電動ベッド・車いす）

の整備事業に配分しています。

◆要援護者への歳末お餅・生花贈呈事業に

町内の要援護世帯の方へ、年末に生花とお餅をお届けする事業に配分しています。

◆要援護者調査活動事業に

地域の要援護世帯の該当者に対して、困っていることなど聞き取り調査等を実施する事業に配分しています。   

◆独居老人の交流事業に

町内の独居老人の方が集い、会食会などの交流事業に配分しています。

◆寝たきり・認知症老人を抱える家族のつどい事業に

寝たきり・認知症老人を抱える介護者の方たちのリフレッシュ事業に配分しています。   

◆障がい者交流会事業に

町内の障がい者の方が一同に集い、障がいの枠をこえ、情報交換・社会参加の場と

しての交流会事業に配分しています。

◆障がい児激励事業（クリスマス会）に

町内の障がいを持った子どもたちのクリスマス会開催のために配分しています。

ＰＬＡＮＴ－２で活動いただいた上中中学校１年生の皆さん

写真左より

　川辺　果奈さん

　・楽しかったです。

　炭吉　芙紀さん

　・たくさんの方に募金してもらってうれしかったです。

　宇敷　祐日子さん

　・優しい人が多かったです。
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福祉協力校だより福祉協力校だより福祉協力校だより

　福祉協力校とは、小・中学校、高等学校および特別支援学校の児童・生徒を対象として社会福祉への理解と

関心を高め、児童、生徒を通じて地域福祉の啓発を図ることを目的として、社会福祉協議会が指定させていた

だいた学校のことです。

　福祉協力校は3年間いろいろな活動に協力していただいたり、学校の総合学習等で学校独自の活動をしてい

ただいております。

　今回は、平成17年～19年までの3年間、指定校として協力いただいています、梅の里小学校の活動を紹介

いたします。

第１回第１回第１回

梅の里小学校

　このように、昭和53年度から実施している社会福祉協力校事業は、児童、生徒の福祉意識の醸成に大きな意

義をもっており、これまでに各地域において成果をあげています。

　今後も広報でいろいろな活動を取り上げていきます。

　写真は、今年の1月22日(月)に福祉講演会と題し、

敦賀市の種田常美さんと盲導犬｢ロッキー｣を招き、ふ

だんの生活について，お話を伺

っている様子です。

　児童や先生がたのお話を伺う

と 、｢周りから何もできなくても

いいと、押し付けられると、何

もできなくなる｣、｢30代で全盲

になったので最初は人に頼るの

はつらかった。でも頼んでみると肩の力が抜けました。｣、｢目が見えなくなって

もいいことはいっぱいあるのですよ。｣という言葉が大変印象に残ったそうです。

他にも尺八の演奏やりんごの皮むきの実演等があり、とても貴重な体験が出来た

との事です。

　児童の感想の中にも｢私よりずっと上手。どんな状況でも努力すれば出来るとい

うことがわかった｣という声があり、実り多い講演会だったようです。　　　　　

　　　

梅の里小学校
所在地：若狭町田井23-10 

児童数：46名(男23名　女23名)
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　秋といえば、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、いろいろ

な秋の楽しみ方がありますが、皆さんは今年どのような秋を満喫されてい

ますか？たまには芸術にふれ、日頃あまり感じる事のない感性を呼び起し

てみませんか。

　若狭町ボランティアセンター運営委員会では、毎年恒例となっておりま

す「たすけあいチャリティー嶺南著名作家名品展」を今年は１０月２０日

（土）より歴史文化館の講堂を使用し開催しております。

　このチャリティーは、嶺南地方にゆかりのある作家の皆さんにご協力いた

だき実施しております。貴重な作品を寄贈いただき有償で頒布するもので、

普段では手に入れることができない作家の作品が購入できるとあって、毎

年町内外を問わずたくさんの方々にご来場いただいております。

　また、郷土の作家の作品が一堂に展示される機会はめったにありません

ので、是非この機会に芸術にふれてみてください。

10月20日（土）～11月1日（木）
歴史文化館　講堂（上中庁舎横）
9:00～17:00

第3
回
福祉フェスティバルinわかさ福祉フェスティバルinわかさ福祉フェスティバルinわかさ福祉フェスティバルinわかさ
みんなあつまれ！！

若狭町婦人福祉協議会

いずみ連

若狭町身体障害者福祉協会

ピノキオクラブ

Ｃネットふくい　若狭事業所

はこべの家

岩屋加工グループ

若狭町女性の会

まつぼっくり

エコファームみかた

羽賀寺のうどん

三十三会

虹の会

すてるのはもったいない店

トトロ倶楽部

社協ボランティア

ミズノウェルネス フィットネスパレア若狭

協力団体（ボランティア団体）

１０
２８日

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

開会式
名田庄太鼓

井ノ口チアーズ

バルーンアートショー

バルーンアートショー

ちゃぶだいシンガーズ
歌のステージ

藤本よしこ歌のステージ

上中中学校ブラスバンド部

○×クイズ

場所：パレア若狭　正面西側駐車場

たこ焼き

縄文だんご

焼きそば

焼き鳥

大判焼き

おにぎり

きつねうどん

汁物

焼きさば寿司

揚げかきもち

ジュース

加工品

ミズノ用品

フリーマーケット

※他にもいろいろあるよ！

古本

ビーズアクセサリー

スーパーボールすくい

【主な模擬店販売品】

【ステージ出演】

名田庄太鼓

井ノ口チアーズ ちゃぶだいシンガー
ズ

藤本よしこ

バルーンアート

上中中学校ブラスバンド部

豪華景品

が当たる
よ！

かわいいバ
ルーンアー

トがもらえる
よ！

【絵画造形】 【書　　道】

岸本一筆

黒川白嶺

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）

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

竹原　豊

谷本勝美

柄本忠宗

長谷光城

西田良三

貫井泰一郎

野瀬成夫

羽溪　了

平井尚美

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

開催中
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３分でわかる介護３分でわかる介護３分でわかる介護

　つい漏れてしまうと大変と思い何重にも重ねてしまいがちですが、重ねれば重ねるほど体とおむつの間にす

き間ができ、以外にもれやすくなります。

　おむつ一枚だけでも十分ですが、パットをあてられる場合は必ずサイドについているギャザーを立ててくだ

さい。パット交換がなかなかできず尿臭でおこまりの方は、缶ジュースのようなドリンクも市販されており、

飲むと尿臭が軽減されますので、お試しになられてはと思います。

パットのあて方編パットのあて方編パットのあて方編

　実は生理用ナプキンは血液など、どろっとした液体専用なので尿もれをした時な

どのオシッコを受け止める力がありません、ナプキンでも尿取り専用だとさらっと

した液体専用なのでしっかりオシッコを受け止めることができます。用途によりそ

れぞれ違うのです。パットの大きさもさまざまです。大きなパットの上に小さなパ

ットをあてても、大きなパットの本来の機能が発揮されません。一枚のパットを効

果的に使用してください。

まだ尿取りパットまでしなくても大丈夫。でも少し心配だから何かあてとこうと

生理用ナプキンをされていませんか？

おむつや紙パンツの中にパットをたくさんあてていませんか？

　女性の場合、寝たままオシッコをするとおしりに伝うので、

おしり側にパットを多くなるようずらしてあてると効果的です。

　男性の場合、よく陰部をパットで包まれていますが、包み込

むと吸い取る面積が少なくなるのでもれてしまいます。

パットは必ずおむつの中心に置かなくてもいいのです。

　はじめに・・・「家で介護って大変」と言う言葉をよく耳にすることがあります。

　ちょっとしたコツで今までよりもスムーズに介護するお手伝いができればと思い、いろいろな場面での３分

でわかる介護をシリーズでお伝えしていきます。また、介護のＱ＆Ａ（どうしたらいいの？）と言う質問にも

お答えできればと思います。

Vol.1

知っ得･･･

　パットの中にはオシッコを固めるツブ（吸収帯）がいたるところ

にちりばめてあります。それを片手で振ってしまうとツブがかたよ

りまんべんなくオシッコを固めることができなくなり漏れてしまう

ことがあります。ですから、両手で両端を持って広げてください。

パットを広げる時に片手でパッパッと振り広げていませんか？

なるほど･･･

思い込み･･･

　若狭町社協が実施する福祉サービスで、活躍され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、地域福祉センター泉とデイサービス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。

　地域福祉センター泉へ採れたての旬野菜を定期的に届けてくださってい

ます｡

　デイサービスセンターパレア若狭で週一回話し相手や見守りのボランティアに来て頂い

ております。

あなたもボランティアしてみませんか？
　ボランティア活動は、日頃体験出来ない活動や、なかなか接する機会のない人たちとの交流、またボランティアをす

るもの同士の交流もでき、すごく楽しく有意義な時間が過ごせます。皆さんもこの機会にボランティアに参加してみて

はいかがですか。 若狭町ボランティアセンター　TEL:0770-62-9005

《藤原 平夫さん幸枝さんのお話》

　いろいろなボランティアがある話を聞き、何か自分達にもできることは

ないだろうかと考え畑で作っている新鮮な野菜をみなさんに食べていただ

ければと長年にわたり続けてきました。現在は１５品くらいの野菜を作っ

ています。人の口に入る食材はできるだけ農薬を使わないよう心がけ、特

に収穫前の農薬は木酢液、ニンニク、鷹の爪を使用した自家製薬を使用しています。

　これからも畑で取れる地元の食材をお届けできればと思っております。

　自家製薬の作り方をお聞きしたい方は藤原までご連絡ください。［連絡先］４５－１９１９（今年

はなめくじの被害もありませんでした。）

《杉谷喜代惠さんのお話》

　義母の介護が必要になり仕事を辞めてから数年後に「やすらぎセンタ

ー」が出来、義母もお世話になりました。その義母も亡くなり、何かお

手伝いさせていただくことはないかと考えました。そこで、毎週1日の

ボランティアをさせていただこうと考え、9年目になります。利用者の

方々のお手伝いをさせていただいたり、お話をさせていただいていると

親しみがわき、教えていただく事も数多くあります。

　これからの自分の生き方や心の持ち方等色々な面で勉強になり喜んで

います。

藤原 平夫さん幸枝さんご夫妻
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パレアの湯
入浴料　：４００円（町内）

営業時間：１０時  ～ ２０時
　　　　（土日祝のみ１８時まで）

パレア若狭　リラクゼーション施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先：0770-62-9005

カットハウス

きんもくせい
＊
＊
＊

＊
＊
＊

カットのみ：１，０００円

営業時間 ：10時～１7時

定休日 　：火曜日 ・ 日曜日

やわらぎやわらぎ
マッサージ室マッサージ室

２０分：１，０００円

営業時間：１０時～１８時

日曜日のみ営業

※予約をすれば平日夕方もご利用

　いただけます。

　平成1９年６月１日から平成19年９月３０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）

末　野　　下島　芳和　　　　　　３００，０００円

上　野　　吉村　陽子　　　　　　　１０，０００円

気　山　　柘原　善一　　　　　　２００，０００円

三　方　　舘　　幸弘　　　　　　１００，０００円

生　倉　　宇野　一富　　　　　　１００，０００円

新　道　　岩野　高久　　　　　　２００，０００円

有　田　　大田　幸子　　　　　　１００，０００円

天徳寺　　三木　長助　　　　　　１００，０００円

田　上　　田中　信一　　　　　　２００，０００円

世久見　　藤原　誠二　　　　　　　５０，０００円

熊　川　　若松　和雄　　　　　　３００，０００円

新　道　　片山　由夏　　　　　　１００，０００円

梅ヶ原　　深川　　昇　　　　　　３００，０００円

佐　古　　今井　善晴　　　　　　２００，０００円

相　田　　野村　治夫　　　　　　１００，０００円

岩　屋　　上下　和幸　　　　　　１００，０００円

匿　　　名　　　　　　１００，０００円

匿　　　名　　　　　　　　１，４２５円

匿　　　名　　　　　　　５０，０００円

相　田　　藤原　平夫　　　　　　　野菜

成願寺　　村田　きみ　　　　　　　野菜

高　岸　　小堀　千代子　　　　　　調味料

岩　屋　　松宮　和子　　　　　　　果物

三　方　　尾鳥　久雄　　　　　　　野菜

岩　屋　　高橋　かずゑ　　　　　　果物

岩　屋　　上下　やえ乃　　　　　　ふきん

福井県海水養魚協会
（会長理事　山本　忠）さんより、鯛を２０匹いただきました。

　いただいた鯛は調理し、若狭町社協のデイサービス利用者の方

に食べていただきました。ありがとうございました。

気　山　　岡田　利政　　　　　　　米

気　山　　浅妻　とくゑ　　　　　　食材

相　田　　野村　治夫　　　　　　　ストマー

匿　　名　　　　　　　　　　　　　収入印紙

匿　　名　　　　　　　　　　　　　野菜

匿　　名　　　　　　　　　　　　　おむつ

預託・寄付いただいた物品は、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。

ハートアンドアートフェスタ期間中２１時まで営業！

車に花を咲かせましょう？　　　　　　　　　　　　　　　　（デイサービスセンターパレア若狭）
　4月からデイサービスセンターパレア若狭の送迎車両に花の名前をつけ、車両に飾り付けをしています。

　いきさつは、「車両が殺風景で味気ない」「利用者の方にパレアの車だ！と一目でわかってもらえるよう

に･･･」等の理由です。おかげさまで利用者の方々にもご家族の方々にも好評です。何分、職員の手作りの

飾り付けの為多少ゆがみやバランスが悪かったりしますが、それも味があっていいかな？と職員は自己満足

しています。

　ふだんは上中地域を走行していますし、パレア若狭に駐車してあります。一度見てみてくださいね。

『五湖の郷』特養老人ホーム入所申込みについて

デイサービス掲示板

＜入所対象となる方＞

　若狭町内に在住の方で要介護認定を受けられた方のうち、常時の介護を必要とし、かつ居宅において

これをうけることが困難な方を対象として、介護の必要の程度，家族の方の状況により入所の必要性が

認められた方。

＜入所の申込みから入所の決定までの流れ＞

（申込みの期間）

　平成１９年１０月２３日（火）～１２月１４日（金）まで

（申込先）

　地域福祉センター泉　五湖の郷運営準備室

　（若狭町井崎４０-８０、TEL0770-45-2837　JR十村駅西側）

（申込方法）

　所定の申込書に必要事項を記入して提出

　※申込用紙取扱先（パレア若狭・地域福祉センター泉・デイサービスセンター西田）

（入所の決定）

　　申込受付期間終了後、平成２０年１月頃入所判定委員会を開催し、入所判定基準に従い入所の必要

　性や緊急性を判断し決定します。

　　ただし、平成２０年４月開所時においては、受入体制の都合上入所時期の調整を実施させていただ

　くこともあります。

※ 障がい者ケアホームの入所申込みについては、別途改めてお知らせいたします。
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