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ピクトグラムってなんだろう？ 平成29年11月、園部小学校にて人権学習が行われました。授業では「来
年入学する一年生や、初めて小学校を訪れる人が学校の中で迷わないように、教室の看板（ピクトグラム）
を作ろう！」をテーマに演習が行われ、生徒らは思い思いの看板を作成しました。演習を通して、世界中
の誰もが分かるデザインについて考えることが、お互いの思いやりにつながるということを学びました。
＊ピクトグラム…一般に「絵文字」と呼ばれ、トイレや非常口のマークなど、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号の一つです。
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南丹市社協マスコット
「ニャンたん」

シリーズ 「地域の未来をデザインする。
」

テーマ 地域福祉

南丹市にいつまでも住み続けるために
私達が暮らす南丹市。この町が5年後、10年後、50年後、更に住みよい町となるためには何
が必要でしょうか。南丹市社協では年に一度、住民の方々に集まっていただき地域別懇談会を開
催しています。本記事では今年度の懇談会で出た地域の主な課題や、新たな取組みについて紹介
します。なお、平成30年度も地域別懇談会を開催する予定です。

地域別懇談会とは…
南丹市の旧町単位をいくつかの地区に分け
て毎年開催されており、その地区にお住まい
の方々が、我が町の現状や課題、今後の取組
みについて話し合います。この場で出た意見
は、行政や南丹市社協が南丹市の地域福祉を
考える上での参考にしています。
主な参加者

区長、民生児童委員、老人クラブ代表、
ふれあい委員、サロン活動者、
ボランティア活動者、地区福祉推進協議会など

地域の困りごと①

移動するのがたいへん…
＊免許を返納しても、公共の乗り物が少ない。
＊運転ボランティアをしたい気持ちはあるが、事故が心配。
＊車の運転ができなくなったら、外出しづらくなる。
＊買い物や病院に行くのに車で30分以上かかる。将来が心配。

地域の困りごと②

地域のみんなが集まれる場所（居場所）がない…
＊近所の人たちで集まって、最近の出来事について話すような場がない。
＊地域の子どもたちが遊ぶ場がない。放課後の学校も使えない。
＊高齢者と若者の交流の場が減ってきている。
＊サロンの運営が難しい（担い手不足など）。
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困っているだけじゃない…

うちの地域ではこんな活動をやっています！
園部町

地域の魅力を発信する広報誌

八木町

顔の見える支え愛・助け愛マップ事業

この事業は赤い羽根共同募金の助成を受けています

さまざまな地域の団体や区から、地域を盛り

NPO法人サンシャインやぎ（北屋賀区）が中

上げていこうという思いを込めて広報誌がでて

心となって企画し、福祉マップづくりの学習会を

います。行事予定や地域に関わる人々の紹介な

しています。マップづくりを始まりとして、より

ど、工夫された記事が盛りだくさんです。地元

顔が見えて自然に助け合える、地域住民の関係

ならではの情報で読者の心をつかんでいます。

づくりを目指しています。

日吉町

ローソン×ユニクロ 移動販売

日吉ゆう薬局などが企画し、住みよいむらづ

美山町

宮島地区 買い物無料バス

宮島振興会が、遠くに買い物に行くのが困難

くり協議会（日吉町五ケ荘地域）の協力のもと、

な高齢者を対象に実施しています。月に一度運

実現しました。旧五ケ荘小学校の体育館を使用

行し、美山町や園部町の商店を回ります。昨年

し、普段遠出するのが難しい地域にお住まいの

11月からはじまり、今後も引き続き高齢者への

方々などが買い物を楽しみました。

買い物支援を継続する予定です。
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ンたんが聞きました
ニャ

あなたのまちの
応 援 団

連載第8回
「知井の里
食工房いろどり」
（美山町中）

南丹市にはお弁当を作って宅配し、地域の見守り活動に繋げているグループがあります。
今日はそのうちの一つ「知井の里 食工房いろどり」さんにお邪魔して、その活動を取材しました。

配食を通じた
地域の見守り活動
「食工房いろどり」は現在4名のスタッフで頑
張っておられます。この日は20人分のお弁当の
注文があり、テキパキと働くスタッフのもと、
20人分のお弁当箱が、
まさに「彩り」よく詰まっ
ていきました。

社協

毎週火・金曜、美山町知井地区内の独居高齢社 協
者宅へお弁当の配達を行っており（※冬季の配
達は休業しています）活動を初めて丸6年、地
域の高齢者の生活を支える大切な取り組みとし
てなくてはならない存在となっています。
こだわっている点などは？

配達の際に、気を付けている点などは？
配達はメンバーで手分けして行っています。
毎回届くのを楽しみにされているようで、数十
分話込んでしまうこともよくあります。
「体調

できる限り地元の食材を使い、季節に合わせ
たメニューを考えています。仕入れも美山町の
業者を使い、地域の経済が回るようにお互いに
協力しています。また決まったレシピがなく、
作り手一人ひとりの味を大切にしています。そ
うすることで同じメニューでも毎回少しずつ味
が変わるので、利用者さんには飽きることがな
く楽しんでもらっているようです。

はどう？」とか「変わりなく過ごしているかな」
とか、小さなことですが、一声掛けることで変
化に気づくこともありますね。この前はストー
ブのすぐ近くに座っておられたので、軽く注意
しました（笑）
これからの目標などは？
楽しいから続けられる、喜んでもらえるから
次も頑張れる。お互いに長く楽しく続けられる
ように、これからも頑張りたいですね。

ニャンたんの感想

社協
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できたてのお弁当を温かいうちに届けたいと
いう作り手の思いが伝わる、心も温まりそう
な素敵な活動でした。取材中は厨房中にいい
香りが漂い、ニャンたんもお腹ペコペコ～。
社協

地域ケア推進会議でまちづくり
～まちカフェの取り組みを通して～

「地域ケア推進会議」は、住みよいまちづくりを進めるために、地域課題を発見し、地域づくりや資
源開発を行う会議として、介護保険法にも位置付けられています。
高齢者に関わる様々な立場の人が、協力して課題を解決したり検討したりしています。（南丹市では、
現在はこういった方々にお声かけしています：民生委員、ふれあい委員、サロン協力者、デイサービ
スやケアマネジャーなどの介護保険事業に携わる方々、病院のソーシャルワーカーなど）
南丹市では年に2～3回、この地域ケア推進会議を開催してい
ます。
平成29年11月には、「みんなでつくる地域包括ケアシステム

～まちカフェの取り組みを通して～」と題し、さまざまな機関

が協力して作り上げることが出来た「ひよしのまちカフェ」の
取り組みについて話し合いました。
「ひよしのまちカフェ」は、参加者同士で気軽にお話をしたり、
お茶を飲みながら地域の方と交流するなど、自由に過ごすことのできる居場所（カフェ）です。また、
カフェにはケアマネジャーや看護師、薬剤師など介護や医療の専門職も参加しているので、介護のお
悩みや、日常生活のなかのお困りごとなど、気軽に相談できる場所となっています。
日吉ゆう薬局、明治国際医療大学、はぎの里、南丹市社会福祉協議会が主となり立ち上げた「ひよ
しのまちカフェ実行委員会」によって、継続的に開催されています。
この「ひよしのまちカフェ実行委員会」のきっかけのひとつには、平成28年の地域ケア推進会議が
あります。この会議では、「居場所」をテーマに、住み慣れた地域で人とゆるやかにつながり続けるこ
とができる地域の取り組みを取り上げました。その中では、今ある地域の「居場所」に目を向けると
同時に、新しい「居場所」づくりを行いたいと考える機関もありました。
もともとあった地域課題

課題を
共有

「地域の居場所って必要だよね」

●みんなでもっと話し合おう
●こんな良い場所が
あったのか!!
●手伝えることがあれば
関わりたい

新しくできた社会資源

「この部屋何かに使えないかな？」
まちの人たちの熱い思い

「地域の為に何かできることはないかな？」

地域の
事を知る

地域ケア
推進会議

まちの人たちの
思いを知る

ひよしの
まちカフェ

（新たな社会資源）

実行委員会
のたちあげ

住みよい地域を作っていきたいという思いを持つ人、事業所、それぞれの思いがうまくつながり、
協力し合うことで、より大きな活動に発展させることができる可能性があります。
今後も住み良い地域づくりを目指して、さまざまな視点で地域ケア推進会議を開催していきたいと
思います。
ひよしのまちカフェについて 【連絡先】0771-72-5001（日吉ゆう薬局）
開催：月1回（第3か4木曜日）
時間：午後1時半～3時
場所：コミュニティルーム（JR鍼灸大学前駅前にある日吉ゆう薬局裏）
参加費：要（お飲み物、お菓子代含む）

※飲み物は、コーヒー、紅茶など各種メニューあります。
※参加費については、お問い合わせください。送迎希望の方は2日前までにご連絡ください。

地域ケア推進会議について 【連絡先】南丹地域包括支援センター
園部事務所：68-3150

八木事務所：43-0551

日吉事務所：72-0214

美山事務所：75-1006
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自分の町を良くするしくみ

たくさ

ん

共同募金 赤い羽根は小さなことをしています。
住民の皆さんからいただいた募金は、主に南丹市内の
福祉活動に使っています。
住民のみなさんの意見をもとに募金運動が進められるよう南丹市共同募金委員会を設
置しています。
この委員会には、各町の区長代表や、民生児童委員の代表、教育委員や市議会議員の
社協
方々のほか、各種団体代表の方に参画いただいています。
この委員会において、募金の推進計画や目標額を決定するほか、助成内容も検討して
います。
申請を受け付けた団体への助成も共同募金委員会内の審査委員会において決定してい
ます。

平成29年度 赤い羽根募金【一般募金】
じぶんの町を良くする活動助成…………………… 1,349,638円
助成団体：天引和楽会、暖笑会、住みよいむらづくり協議会、NPO法人サンシャインやぎ、南丹市
八木町東部青少年育成会、福寿クラブ、わっかっか!、胡麻の夏実行委員会、北在（元桐）地区区長会、
佐々江夕食会実行委員会、京都ボランティア学習実践研究会、園部共同作業所、NPO法人グローアッ
プ、平屋地区地域福祉推進協議会、NPO法人胡麻地域振興会、要約筆記サークル「大堰」、おはなし
ボランティア赤ずきん、カナリヤ倶楽部（歌声きっさ）、日吉音訳ボランティア
当事者団体活動助成…………………………………… 860,000円
助成団体：南丹市老人クラブ連合会、南丹市母子寡婦福祉会、南丹市身体障害者福祉会、南丹市精
神保健福祉推進家族会南丹つぼみ会、八木町難聴者の会、園部町介護者家族の会なごみの輪、八木
町介護者家族の会たんぽぽ、日吉町介護者家族の会絆の会、美山町介護者家族の会あいの会
福祉まつり等住民イベント助成……………………… 134,000円
助成団体：美山福祉のつどい実行委員会
ボランティアグループ活動助成……………………… 602,500円
助成団体：南丹市内で活動するボランティアグループ 61団体
生活困窮者自立相談支援事業緊急時助成…………… 100,000円
助成団体：生活困窮者自立相談支援事業実施団体南丹市社会福祉協議会
※1月末現在の助成状況です。
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佐々江夕食会
あたたかい夕食を囲みながら、昔話
やよもやま話に花が咲きました。

平成29年度 歳末たすけあい募金
激励金助成…………………………………………… 2,030,000円
助成人数：406人
年末年始地域交流事業助成…………………………… 70,000円
助成団体：手芸ボランティアほのぼの、日吉町障害児・者を守る会

〈平成29年度 募金額〉
赤い羽根募金【一般募金】
4,222,921円
歳末たすけあい募金
（平成29年1月 現在）
3,613,600円
（平成30年1月現在）

ふれあい・いきいきサロン歳末助成………………… 656,950円
助成人数：1,877人
見守り訪問事業………………………………………… 697,190円

共同募金運動にご協力いただきました（順不同・敬称略）
≪園部町≫ 飯田石油（株）、
（株）共立工務店、津多屋、十倉計治郎商店、（有）園部協同ガス南丹すまいる、園部町森林組合、
京都府立農芸高等学校、京都府立園部高等学校、園部小学校、園部第二小学校、園部中学校、桜が丘中学校・園部小学校分教室、
（株）マツモト新そのべ店、Aコープ園部店、ミニストップ園部町宮町店、道の駅京都新光悦村、るり渓温泉、（公財）南丹市情報
センター、園部船阪郵便局、埴生郵便局、ドラッグユタカ園部店、（株）ダイコー、園部丹医会病院、はぎの里オアシス喫茶レ
ストランなごみ、平壤亭園部店、（株）井筒八ツ橋本舗新光悦、（福）京都太陽の園、京都府南丹警察署、匿名1名
≪八木町≫ （株）八光館、仙太郎（株）、匿名1名、八木西小学校、八木東小学校、八木中学校、（株）マツモト八木店、京都中部
総合医療センター、れいん房、八木老人福祉センター、八木郵便局、吉富郵便局、神吉郵便局
≪日吉町≫ （株）マルゼン胡麻サービスステーション、吉田モータース、日吉ふるさと（株）、（株）あしだ、日吉町森林組合、
クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部、殿田小学校、胡麻郷小学校、殿田中学校、日吉郵便局、胡麻郵便局、日吉四ッ谷郵便局、
明治国際医療大学附属病院、スプリングスひよし、郷の駅胡麻屋、みとき屋、ゾンネ・ウント・グリュック
≪美山町≫ 宇治電器工業（株）美山工場、美山化成（株）、美山ふるさと（株）、美山小学校、美山中学校、美山郵便局、美山中
郵便局、平屋郵便局、鶴ヶ岡郵便局、美山虹の湖郵便局、
（財）美山町自然文化村、
（有）タナセン、ふらっと美山、ゑびす屋、
（有）
大野屋、美山かやぶき美術館、（有）村おこしセンター知井の里、芦生山の家、梶原商店、（有）ヤマヨストアー、京都美山サラ
ダ館、やまざきショップやまよ、美山のめぐみ牛乳工房、
（株）大丸油業、美山診療所、知井振興会、鶴ケ岡振興会、平屋振興会、
宮島振興会、大野振興会、長野健一

各地域区長のみなさまを通じて、ご家庭からご協力いただきました。
多くの方々に支えられ地域に根差してきた共同募金運動は、民間の地域
福祉活動を財政面から広く支援しています。

善意のご寄付ありがとうございました
《平成29年12月1日～平成30年2月28日受付分》

塩井
片山

孝一

500,000円 亡弟の供養に

様

50,000円 福祉のために

ひだまり 吉田 陽子 様

10,000円 福祉のために

河原

惠美子

様

弘

様

新庄小学校昭和10年
様
入学喜寿の会
株式会社親愛
様
代表取締役 安達 卓志

100,000円 亡母の供養に

洋子

様

100,000円 亡父の供養に

旧日吉町介護支援
専門員連絡会

様

26,171円 福祉のために

川勝

操

様

100,000円 亡夫の供養に

中川

佳則

様

100,000円 亡父の供養に

15,421円 福祉のために

井尻

裕三

様

100,000円 亡母の供養に

50,000円 福祉のために

竹澤

元雄

様

100,000円 亡父の供養に

山形

成司

様

100,000円 亡父の供養に

湯浅

英夫

様

八木

昌明

様

100,000円 亡母の供養に

てづくりフェスタin
様
SONOBE出店参加者一同

10,200円 福祉のために

24,835円 障害者福祉のために

船枝愛友会

様

2,800円 福祉のために

井尻

浩嗣

様

100,000円 障害者福祉のために

永口

真

様

100,000円 亡父の供養に

案山子の会

様

10,000円 福祉のために

廣瀬

様

30,000円 福祉のために

強

秋田

匿名寄付

9件

匿名寄付計

320,000円

NPO法人田舎暮らし支援
様 介護用品多数 福祉のために
センター理事長 横畑 修平
八木町老人クラブ
様 タオル100枚 福祉のために
連合会女性部
株式会社親愛
プルタブ0.3kg、
様
福祉のために
代表取締役 安達 卓志
エコキャップ0.7kg
塩貝

正和

匿名預託

様 葉ボタン一対 福祉のために
1件
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第8回
ンたんが行く！
ニャ

あなたのまちの
ふれあい いき いきサロン
ししうどしょうがっこう

宍人笑学校（園部町）

社協

開催日：平成30年1月27日（年2回開催）
場 所：宍人公民館

前夜から降り積もった雪の中、宍人地区のサロン「宍
人笑学校」へお邪魔しました。
この日は、1時間目「冬の安全な暖房」と題して園部
消防署から講師を招き、2時間目は「いきいき体操」と「お
座敷遊び」で体を動かしました。3時間目はボランティ
アグループ「劇団3人」さんの爆笑コントを見て大笑い
し、楽しい半日はあっという間に過ぎました。

「みんな笑って、楽しく、元気が出る学校。
宍人笑学校は“生活で役立つこと”“身体を
動かすこと”“笑うこと”』を大事にしていま
す」と、このサロンの呼びかけ人の方々はおっ
しゃっていました。
雪の影響で前回よりも少ない人数でした
が、帰る頃には皆さんの笑顔で雪もとけ始め
ていました。

うちのサロン自慢
「みんなお互いさま。助けてもらえ
る、助けてあげられる、安心と希望の
持てる宍人に！」をモットーにしてい
ます。

“ニャンたんに取材にきてほしい～”という
サロンや団体、行事などを募集しています。

発行
本

所

社会福祉法人

〒629-0301

南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地

園部事務所 〒622-0014
八木事務所 〒629-0134
日吉事務所 〒629-0301
美山事務所 〒601-0722

南丹市園部町上本町南2番地22
南丹市八木町西田山崎17番地
南丹市日吉町保野田垣ノ内6番地4
南丹市美山町安掛下8番地

ホームページ
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南丹市社会福祉協議会

南丹市社協

0771-72-3220

0771-72-3222

0771-62-4125
0771-42-5480
0771-72-0947
0771-75-0020

0771-63-5606
0771-42-4412
0771-72-0732
0771-75-0829

（代表）メールアドレス na_shakyo@cans.zaq.ne.jp

検索

