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「2015南丹市やぎ　ふれあいふくしまつり元気づくり大会」で、共同募金を呼びかけました。公立南
丹看護専門学校の学生さんには、赤い羽根共同募金運動啓発にご協力いただいています。

（赤い羽根共同募金の特集記事　2～4p）

社 協社 協

南丹市社協マスコット
「ニャンたん」

赤い羽根共同募金運動が始まります。
赤い羽根は、「たすけあい」「思いやり」「しあ
わせ」のシンボルです。
　住んでいる地域の福祉に関心をもっていた
だく機会のひとつが共同募金です。共同募金
が南丹市内の地域づくりの活動を応援してい
ます。
　みなさんも住民同士の地域活動に取り組ん
でみませんか？

社 協
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「地域の未来をデザインする。」 共同募金を活用した地域福祉　　 の推進

あの町でも、この町でも募金が活きています

　新たな年を迎えるにあたり、年末年始に行う住民同士のつながり
づくりを目指した福祉活動に助成します。
・申請期限：平成28年11月4日（金）
　お問い合わせは事務局まで

南丹市役所社会福祉課：0771-68-0007　
南丹市社会福祉協議会：0771-72-3220　

シリーズ テーマ

平成28年度も歳末たすけあい募金を活用した助成事業を募集します。

●上限額●　5万円

●対　象●　南丹市内の
非営利団体（ボランティ
ア活動、市民活動、当事
者活動等を行う団体）

募 集

美山町読書ボランティア
連絡協議会から…

　私たちは、子ども達が本に親しんでもらうため
に、美山小学校で読み聞かせをしています。
　5つの旧小学校区ごとに生まれた各々のグルー
プが1つになって、美山町を中心に楽しいイベン
トを企画しています。昨年度は、12月におはなし
フェスティバル―美山の森のクリスマス―を開催
しました。人形劇や紙芝居を行い、また、京都市
の絵本専門店からも出店いただき、たいへん盛り
上がったイベントとなりました。
　4月以降も、毎週月曜日の朝の時間に、美山小
学校で各学年の児童を対象に本の読み聞かせを続
けています。今後は学校以外にも保育所や老人ク
ラブの会合に活動を広げ、引き続き開催していき
たいと思っています。（年末年始地域交流事業助成）

八木町難聴者の会から…
　平成4年に設立した八木町難聴者の会は、現在
24名で活動しています。聞こえの障がいは目に見
えません。同じ悩みを持つ者同士、親睦を図り、
助けあい、福祉の向上を目指しています。
　会員さんからは、「いつも要約筆記『大堰』さん
が、スクリーンに書いてくださるので、話の内容
がよくわかり、また皆が難聴のため、気兼ねなく
お話ができ、とても嬉しいです。」と話されていま
す。昨年度は、みんなでお鍋を作りました。大勢
で食事をすると、いつもより食がすすみ、お腹いっ
ぱい、笑顔もいっぱいでした。食事のあとは、工
作と脳トレ川柳といったレクリエーションを楽し
みました。次回の再会を約束しています。本当に、
ありがとうございました。（当事者団体活動助成）
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共同募金を活用した地域福祉　　 の推進

栄町区自治会（園部町）
　助成金により購入した車椅子と担架を活用
した避難訓練を実施し、約70名の参加があ
り、関心の深さが現れました。ありがとうご
ざいました。（じぶんの町を良くする活動助成）

八木町介護者家族の会たんぽぽ（八木町）
　日頃の介護の悩みについて、介護中の方や
介護経験者から体験談を聞き交流し、介護者
が孤立することがないよう親睦を深めること
ができました。（当事者団体活動助成）

中世木いきいきサロン（日吉町）
みんなで体操したり、ビデオ鑑賞で大いに笑
い、若かりし自分を思い出してもらったので
はないかと思います。ありがとうございまし
た。（歳末たすけあい募金・ふれあいいきいき
サロン助成）

平屋地区地域福祉推進協議会（美山町）
78人が巻いた巻き寿司は27メートル。みんなが
気持ちを1つにして作り上げることができまし
た。児童も高齢者も閉校する小学校で良い思い出
ができました。（じぶんの町を良くする活動助成）

助成団体からの
ありがとうメッセージの
一部を紹介します。
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地域の福祉活動地域の福祉活動

助成プログラム助成プログラム
地域の課題解決に取り組む活動
じぶんの町を良くする活動への助成
地域の課題解決に取り組む活動
じぶんの町を良くする活動への助成

活かす

決める

集める

募金活動募金活動

地域で
集めた募金
地域で

集めた募金

南丹市
共同募金
委員会

共同募金って？!

みなさんの募金は、南丹市で使われています
　市民の善意により集められた共同募金は、南丹市内の地域づくりの活動を応援していま
す。
　赤い羽根共同募金の約70％は、南丹市で使われ、残りの30％は都道府県域の広域的な
活動や災害支援に使われています。歳末たすけあい募金は100％南丹市で使われています。

じぶんの町を良くする活動助成　
地域の課題を解決し、住みよい町づくりのた
めに取り組んでおられる福祉活動に活用され
ています。

当事者団体活動助成
老人クラブ、身体障害者福祉会や介護者家族
会など南丹市内で活動する当事者団体へ活用
されています。

福祉まつり等助成
広域的に取り組んでおられる福祉まつりを対
象に募集し、活用されています。

ボランティアグループ活動助成
市内で活動するボランティアグループの充実・
発展をめざし、活用されています。

年末年始地域交流事業助成
年末年始に実施される行事を対象に、地域で
福祉活動をされている団体に活用されていま
す。

ふれあい・いきいきサロン歳末助成
地域住民同士の交流を深めるきっかけづくり
を支援し、年末年始を楽しく、安心して生活
できるよう活用されています。

歳末激励金助成
新しい年を迎える時期に地域で安心して暮ら
すことができるよう障がい児・者や生活に困
窮されている方に活用されています。

共同募金のしくみ

　自治会や多くのボランティアに支えられてきた共同募金運動は、今年で70年目を迎えま
す。運動が生まれたころは、戦後復興の一助として、戦災孤児の援護や福祉施設を中心に
した資金支援などに充てられてきましたが、現在では、地域福祉・在宅福祉活動の支援や、
地域内でのつながり活動の支援など、使われ方が広がっています。

募金運動期間：10月1日～12月31日

区・自治会を通じて、各家庭に募
金を呼びかけさせていただきま
す。

人の集まる場所で募金を呼びかけ
たり、募金箱を設置します。

社会貢献の一環として、企業等の
募金協力を呼びかけます。

人の多く集まるイベント等で募金
を呼びかけます。

戸別募金

街頭募金

法人募金

イベント募金

南丹市においては、赤い羽根共同募金と歳末た
すけあい募金を同時に呼びかけさせていただき
ます。

共同募金の助成プログラム
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社 協社 協

助成を受けて実施します
赤い羽根共同募金の

善意のご寄付ありがとうございました
《平成28年6月1日～平成28年8月31日受付分》

平成２８年度 社協会費へのご協力ありがとうございました。

ご協力いただきました会費は地域福祉をはじめとする社会福祉事業の推進
に有効に活用させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

総額 7,399,300円（平成２８年８月３１日現在）

もったいない屋 様 50,000円 福祉のために
映画「徘徊」美山
上映実行委員会 様 24,060円 地域福祉のために

株式会社親愛
代表取締役　
安達卓志

様 100,000円 福祉のために

京都山坊主 様 12,000円
ひよし夏祭り花火大
会出店の売上金の一
部を福祉のために

山口　克己 様 100,000円 亡父の供養に
寺阪　廣行 様 100,000円 亡父の供養に
長野石油店
長野　正幸 様 100,000円 亡父の供養に

長野　善美 様 100,000円 亡父の供養に

瀬戸　一郎 様 50,000円 亡母の供養に

京都山坊主 様 8,450円
第70回南丹市花火
大会の出店売上金
の一部を福祉のた
めに

京都山坊主 様 5,500円
胡麻夏祭り出店の
売上金の一部を福
祉のために

廣瀬　　強 様 30,000円 福祉のために
福原　清野 様 50,000円 亡夫の供養に
匿名寄付 10件 様   匿名寄付計　138,000円

ふれあいふくしまつり
元気づくり大会

　開催20回目を迎え、今年が最終開催とな
ります。わいわいがやがや♪元気いっぱいの
１日にしたいと思います。
　たくさんの皆さまのご来場をお待ちしてい
ます！

主催／2016南丹市やぎ　ふれあいふくしまつり元気づくり大会実行委員会
〈お問合せ〉実行委員会事務局　南丹市社会福祉協議会　八木支所　TEL.0771-42-5480

主催／2016南丹市やぎ　ふれあいふくしまつり元気づくり大会実行委員会

２０年間
応援ありがとう
ございました！

●開催日時／平成28年10月29日（土）
　　　　　　午前10時～午後3時
●開催場所／南丹市八木農村環境公園
　　　　　　「氷室の郷」
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まちを花いっぱいにして、
地域の人々 の輪を広げたい！

美山町の鶴ヶ岡地区を中心に、お花づくりやカフェなど
に取り組んでおられるサークル「花づる」さん。活動に
込められた思いや活動をしてよかったことなどを、代表
の山崎万

ま す え
朱枝さんにうかがいました。

 花づくりを始められたきっかけは？
　鶴ヶ岡振興会より地域の方々に向けて花づく
りを呼びかけたのがきっかけで、町内の永井園
芸の方に指導を受けました。
　「美しい集落づくり・地域の憩いの場づくり」
を合言葉に、植栽ボランティア活動を15年間続
けています。

 今、取り組んでおられることは？
　国道162号線沿いの鶴ヶ岡振興会、タナセン
の横のお花畑「花づるの丘」に、春はチューリッ
プ、夏はサルビアやマリーゴールドなど植えて
行き交う方々の目に留めていただいています。
　日頃はその手入れをしながら月1回「花づる
カフェ」を開いて、憩いの場・交流の場になっ
ています。どなたでも来ていただくことができ
ますので、ぜひお立ち寄りください。

 続けて来てよかったことは？
　何よりも花々を見て「きれいですね」と声を
かけてくださることです。
　女性の会員が多いのですが、活動しながら何
でも話ができる間柄になれることもうれしいで
すね。活動を始めた平成15年発足当時の21人か
ら現在20代から80代まで37名になっています。
　みんなで旅行に出かけるのも楽しみの一つな
んです。
　草刈りをお手伝いしてくださる男性も増えて
きているんですよ。

 これからの夢は？
　日頃の暮らしの中の一部として無理のないよ
うに取り組んで、お互いの関係が末永く続くよ
うにしていきたい、というのがみんなの願いで
す。

美山町鶴ヶ岡

サークル「花づる」

ニャ
ンたんが聞きました

連載第2回

社 協社 協

　まちに花を絶やさないようにという思い
によって、地域の近隣の人々のつながりが
育まれている、そう感じました。　
　これからも頑張ってくださいね。ありが
とうございました。

ニャンたんの感想

社 協社 協

サークル「花づる」サークル「花づる」

あなたのまちの
応　援　団
あなたのまちの
応　援　団

花づるカフェのようす（8月21日撮影）

次回の花づるカフェは10月16日（日）午前開催です。
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みなさまのご意見・ご感想をお聞かせください。
　「なんたん社協だより」はいかがでしたか？
　みなさまの声をお聴きして、今後の広報誌づくりに活かして
いきたいと考えております。たとえば…
●どの記事がよかったですか？
●今後、福祉に関する内容で、取り上げてほしいテーマや情報。
●地域で頑張っておられる方のご紹介　などなど
10月31日（月）までに、ご意見・ご感想をお寄せいただいた
方のなかから抽選で、下記のプレゼントをお贈りいたします。

　サーターアンダギーは、沖縄県の揚げ菓子の一種。
　その名の通り砂糖を多めに使用した球状の揚げドーナツです♥
　首里方言で、サーターは砂糖、アンダーギーはアンダ（油）
＋アギ（揚げ）＋語尾を伸ばすことで「油で揚げたもの」とい
う意味になるそうです。縁起の良いお菓子とされています。

・薄力小麦粉　500グラム　・砂糖　250～350グラム
・卵　2～3個　・牛乳　100cc　・ベーキングパウダー　5グラム
※薄力小麦粉100グラムの代わりに、ホットケーキミックスを
100グラム混ぜても美味しいです。
※砂糖の量はお好みで加減してください。

①薄力小麦粉以外を混ぜ
てから、薄力小麦粉を
少しずつ混ぜ合わせる。
②鍋にサラダ油を入れて
熱する。
③写真の要領で、種を手に取り、親指と人差し指の間から丸く
取り出して箸でちぎり、油で揚げる。
④浮いてきたら、箸で刺してみて、
種が箸につかなければ出来上がり。

だんないご利用者様の
沖縄県出身、東

あがりえ

江トミ子様より

　サーターアンダギーは、沖縄県の揚げ菓子の一種。　サーターアンダギーは、沖縄県の揚げ菓子の一種。　サーターアンダギーは、沖縄県の揚げ菓子の一種。

小規模多機能ホーム　

「だんない」からの

おすすめメニュー

サーターアンダギー

材料（40個分）

作り方

　『だんない』では、日々の食事をご利用者
様と一緒に作ることに取り組んでいます。

レシピの紹介者

今年誕生した「ニャンたん」の
初めてのオリジナルグッズだよ♥
ぜひぜひご応募下さい！

　  ニャンたん
クリアファイル・プレゼント

10名様

ハガキまたはEメールで
お名前、住所（〒）、電話番号、年齢、
本誌へのご意見・ご感想を明記して下記
までご応募ください。当選者の発表は賞
品の発送に代えさせていただきます。
（ご記入いただいた個人情報は、社協だよ
りに関わる目的以外には使用しません。）

〒629-0301
南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地
南丹市社会福祉協議会
「なんたん社協だより」係へ

na_shakyo
@cans.zaq.ne.jp

応募方法

ハガキの場合

Eメールの場合 

③写真の要領で、種を手に取り、親指と人差し指の間から丸く
取り出して箸でちぎり、油で揚げる。
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発行 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
本　　所　〒629-0301　 南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地　　0771-72-3220　　 0771-72-3222

（代表）メールアドレス　na_shakyo@cans.zaq.ne.jp

園部支所　〒622-0014 　南丹市園部町上本町南2番地22　　0771-62-4125　　 0771-63-5606
八木支所　〒629-0134　 南丹市八木町西田山崎17番地　　0771-42-5480 0771-42-4412
日吉支所　〒629-0301　 南丹市日吉町保野田垣ノ内6番地4　　0771-72-0947 0771-72-0732
美山支所　〒601-0722　 南丹市美山町安掛下8番地　　0771-75-0020 0771-75-0829

　　　　　　　　　　　ホームページ

　東谷サロンは、毎年夏のサロンで「野菜の品評会」
を行っています。この日は品評会。審査員はJA職
員さん、入賞者への賞品や参加賞もあり、サロン
参加者ご自慢の野菜がたくさん並んでいます。
　その後の昼食タイムには、ボランティアさんが
持ち寄った野菜をふんだんに使い、朝から手作り
してくれたお弁当をいただきます。

　サロンの「締め」は恒例「東谷サロン競り市」。
　持ち寄った野菜を、競りで買うのです。「300
円！」「500円！」参加者の元気な声が響きます。

　今年は、過去最高の8,000円を超える売り上
げでした。売り上げ金は、次回のサロン運営費
や来年の品評会の賞品代になります。

ニャンたんは、四ツ谷の東谷サロンへお邪魔しました。

　 うちのサロン自慢
ボランティアのメンバーが仲良しです。
自分たちが楽しめる企画をし、準備も楽
しみながらできています。

社 協社 協

南丹市社協 検索

東
ひがしたに
谷いきいきサロン（日吉町）

第2回

ひがしたに

あなたのまちの
ふれあい いきいきサロン

ニャ
ンたんが行く！

場　所：東谷会議所（日吉町四ツ谷）
※年3～4回　そのほか不定期に開催しています。

ご自慢の
野菜たっぷり！
食べたい
ニャン♥


