
目　次

平成21年度事業報告・決算 ……………………………………2～3
平成22年度事業計画・予算 ……………………………………4～5
寄付預託報告………………………………………………………… 6
役員・委員紹介／職員リレートーク……………………………7～9
トピックス……………………………………………………………10
南丹市内ボランティアだより………………………………………11
なんたんふれあいプラン……………………………………………12
ふれあい委員全体研修／共同募金…………………………………13
高齢者関連／障がい者関連／職員紹介…………………… 14～15
ファミリーサポートセンター／編集後記…………………………16

なんたん

すべての住民のこころが輝く福祉のまちづくり

2010.10

第　号8社協だより

摩気小学校4年生が、福祉について勉強しました。

福祉教育「ふくしってなぁに？」～心がキラリ～
みんなが幸せだと感じること…それが福祉！！

リフト車の操作方法や
説明をしています。
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平成21年度　事業報告（主な事業について報告いたします）

法人運営の状況
社協会員の状況／①普通会員：7,881件　特別会員：126件（世帯加入率61％）／②賛助会員：71件／

③ふるさと会員：1件

法人運営の状況／①理事会②評議員会③理事会部会④監事監査⑤企画委員会⑥企画小委員会⑦広報委員会⑧ボラ

ンティアバンク運営委員会⑨募金配分委員会⑩生活福祉資金調査委員会⑪苦情解決第三者委員

会・個人情報保護委員会⑫過疎地住民福祉委員会

21年度は、南丹市地域福祉活動指針「なんたんふれあいプラン」の施行初年度で住民へ向けてプラン
の内容を周知するため、また地域住民の声を聞くため地域懇談会の開催に取り組みました。懇談会ではプ
ランの大きな柱の一つである「ふれあいの森構想」を具体化すべく、市域で統一した「ふれあい委員制
度」を構築し基盤整備に着手できました。

●なんたんふれあいプランに基づく住
民主体の地域福祉の推進
●小地域ネットワーク活動やふれあい
サロン活動等の支援
●子ども会や小学校などへ「地域活性
化貸し出し物品」貸出、各種団体支
援等地域活動の活性化の推進

地域福祉の推進

●ふくしでまちづくり事業、車いす体験、しめ縄つくり
体験、小中学生の体験学習支援
●ボランティアの活動支援や調整など
●傾聴ボランティア、災害救援ボランティアの養成講座

福祉教育支援・ボランティア活動支援

赤い羽根共同募金募金額：5,754,020 円
歳末助け合い募金額：4,898,072 円
募金合計：10,652,092 円（ご協力ありがとうございました）

赤い羽根共同募金および歳末助け合い募金

社資計：4,189,590 円
（ご協力ありがとうございました）

日本赤十字社の社員増強運動

●八木町南地区での総合防
災避難訓練、美山町宮島
地区では DIG（災害図
上訓練）を実施。

防災モデル事業

●「なんたん社協だより」年 2回発
行
●各支所だより月１回発行（美山・日
吉合同）
●法人ホームページの内容充実
●法人パンフレットの作成

広報啓発活動

ア）配食サービス
イ）外出支援サービス事業
ウ）軽度生活援助事業
エ）生きがい活動支援通所事業（日吉・八木・美山）
オ）家族介護者交流事業
　　南丹市全体１回，園部２回，八木２回，日吉美山合同２回
カ）家族介護教室事業６回

介護予防・生活支援事業（南丹市受託事業）

（弁護士による法律相談　開所日数 12日　相談件数 55件）

心配ごと相談事業

おねがい会員 47名　おまかせ会員 70名　活動件数 130 件

ファミリーサポートセンター事業

南部・北部体制でより地域に密着した相談対応を行いました。介
護保険サービスに関する相談が一番多い中、障がい者関連など幅
広い相談が寄せられ、高齢者にとどまらない総合相談窓口として
の役割を期待されていると感じました。
相談件数：255 件（サービス・制度について 125 件 / 介護の悩
み 13件 /虐待 21件 /その他 96件）

地域包括支援センター

実利用者数：39名　　相談・連絡調整件数：7,361 件

福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）

京都府唯一のモデル指定地区として日吉・美山町域で事業を開始
対象者 242 名に個別訪問しニーズ調査を実施。

安心生活創造事業

●生活福祉資金（京都府社協受託事業）
●くらしの資金（南丹市受託事業）

福祉資金貸付事業

開所日数48日　相談件数63件
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（単位：千円）平成21年度　決算
一般会計

一般会計 公益会計

公益会計

就労会計

就労会計

支　出

収　入
会費収入 8,550

その他の収入 1,012
積立預金取崩収入 600

寄附金収入 10,605
経常経費補助金収入
75,325

事業収入
1,528

共同募金
配分金収入
9,239

受託金収入 55,951
助成金収入 50

介護保険収入
268,499
介護保険収入
268,499

自立支援費等収入 35,811
補助事業等収入 29,628

受取利息
配当金収入 
2,276

会計単位間繰入金
収入 7,716

雑収入 433

経理区分間繰入金収入
183,126

施設整備等補助金収入
22,996

法人運営・地域福祉・
ボランティア 260,730

心配ごと
相談事業
1,312

善意銀行事業
3,759
貸付事業
3,854

福祉サービス利用援助事業 7,185
地域包括支援センター事業 43,310

介護保険事業 
280,250

安心生活創造事業 3,873

障がい者自立支援事業
57,220

共同募金配分金事業 9,239地域活動
支援センター事業
27,445

経常経費補助金収入
326

事業収入 
26,589

会計単位間繰越入金
収入 7,989

受託金収入 
82,141
受託金収入 
82,141

ファミリーサポート
センター事業 8,066

生きがい活動
支援通所事業 
16,512

軽度生活
支援事業
3,749 外出支援

サービス事業 
32,760

配食サービス事業 
41,332

外出支援
サービス事業 
32,760

配食サービス事業 
41,332

家族介護者
交流事業 
1,231

家族介護者教室 835

センター等建物
管理事業 12,617

利用料収入
560

補助事業等収入
15,784

寄附金収入
266

雑収入 45

受取利息
配当金収入 3 就労支援事業収入 10,411

経理区分間繰入金収入 2,494

自立支援費等収入
68,613
自立支援費等収入
68,613

雑収入 62

あじさい園 
47,195

ワークセンター
びび 
50,338

あじさい園 
47,195

ワークセンター
びび 
50,338

収入
713,345

収入
117,107

収入
98,176

支出
698,117

支出
117,102

支出
97,533

介護保険事業 
280,250

●つくし園
南丹市子育て発達支援センターが開設
され、5月に当事業所もセンター内に
移転し早期療育の充実を図る基盤を築
いた。また、昨年度に保護者からいた
だいた要望（専門職種の療育参加・懇
談・内容説明の充実等）に対して事業
内容の改善・充実を図った。

●あじさい園
クッキー製造販売では、一般市場にも
通じる品質レベルにまで達し多くの購
入者から高い評価を得た。
「専門的な対人援助」「利用者の精神的
安定の維持」の 2点に力を注ぎ多く
の研修に参加した。

●ワークセンターびび
美山では、安定的に自主事業の拡大を
図るという目標と地域の「地産地消と
地域福祉の推進」がうまく折り合い米
粉パン事業を立ち上げる事ができた。
日吉では、新しい作業室を増築して新
規利用者の増加に対応した。

障害福祉サービス事業

●居宅介護支援事業（園部・八木・日吉・美山）
高齢者がいつまでも住みなれた地域で安心して生活できるよう、地域に密着したサー
ビスの提供を目指し、また複雑な問題を抱えたケースの受け入れ等、社会福祉協議会
が運営する事業所としての意識のもとに「断らない事業所」を信念に活動を展開して
きた。

●訪問介護事業（八木・日吉・美山）
情報交換を緊密に行い、「質の高いサービスの提供」を合言葉に事業に取り組んだ。
各事業所で研修を行い専門職としての気づきやスキルアップを図った。

●訪問入浴介護事業
感染症予防や機材管理等の知識の習得や技能の向上のため外部研修に積極的に参加し
た。今年度は新型インフルエンザの流行もあり感染予防に努め、重篤な利用者へは特
段の配慮を怠らずサービス提供を行った。

●通所介護事業（一般型）
利用者一人ひとりのニーズに応じた個別援助を充実させ、利用者に笑顔で満足してい
ただけることを第一の目標として事業を運営した。日々、利用者の心情を大切にして、
きめ細やかなサービスを提供するために、報告・連絡・相談・確認・記録を徹底し職
員間で情報の共有を行った。

●やぎ詩の郷（地域密着型認知症対応通所介護）
可能な限り住み慣れた地域の自宅で生活が継続できるように、地域の特性に応じた
サービスを提供する地域密着型サービスとして、地域と馴染みの関係を保ちながら自
宅に居るような環境で過ごしていただくという施設の特性を十分に生かしたサービス
を提供した。

居宅介護サービス事業
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平成22年度　事業計画
1. 地域福祉活動計画指針「なんたんふれあいプラン」の推進をすすめます

2. 個別支援を充実させ、市民に寄り添う福祉サービスの提供に努めます
①職員が積極的に地域に出向き、課題を抱える一人ひとりに焦点をあてて支援します。
②「人」および「生活環境」に働きかけ、寄り添いと気づきのサービスを提供します。
③法令遵守を基本とし高い職業倫理観をもってサービスを提供します。
④サービスを効果的かつ効率的に運営し、責任ある事業経営を行います。

3. 法人の運営基盤強化、新規事業への挑戦
①中・長期的な戦略を明確にするため南丹市社協発展強化計画を策定します。
②職場委員会を設置し、総合的なキャリアパス制度や研修体系等を具体的に検討します。
③全職員が緊密な連携を図り、心から納得していただけるよう最後まで責任を持って対応します。
④南部圏域に新規居宅サービス事業所の立ち上げを目指します。
⑤北部圏域において障がい者グループホーム開設に向けた支援を行います。

●仕事と育児を両立できる環境を整備し、地
域の子育て支援を行います。

ファミリーサポート事業

●共同募金運動や日赤社員増強運動で集まっ
た募金が、地域住民に実感をもって還元さ
れるよう取り組みます。

募金活動

●適正な事業運営に努め、担当者の資質向上
を目指し、より利用者が安心して日常生活
を送れるよう支援します。
●広報，啓発活動を充実させます。

福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）

活
動
の
柱

❶知り・知り合う活動

❷見守る活動

❸集う活動

❹支えあう活動

ふれあい委員活動の具体化

地域懇談会やテーマ別学習会の設定と開催

ふれあいサロン活動の支援

事務局としての支援

ボランティア活動の啓発・支援

福祉教育の積極的な推進

｢なんたんふれあいプラン｣に基づく住民主体の地域福祉の推進

●ふれあい給食サービスを継続して実施します。
●配食サービスを通して、見守り・安否確認にも重点的に取り組みます。
●外出支援サービスの安全な運行に努め、多様なニーズに応えます。
●軽度生活支援事業をより多くの市民に知ってもらい、利用していただきます。
●生きがい活動支援通所事業の内容充実に取り組みます。
●家族介護者交流事業への参加を広く呼びかけます。

介護予防・生活支援事業

●地域の障がい者に広く利用されることで交流の場とな
り、家族や地域住民と共に地域の一員として生活してい
く為の拠点を目指します。
●地域に密着したセンターとして、生活その他の相談に応
じ、市の相談員や保健所など関係機関とも連携を図りな
がら生活課題の解決にあたります。
●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を推進します。

地域活動支援センター事業

●介護、健康、福祉、虐待防止、権利擁護など、高齢者だ
けでなく幅広く暮らしにかかわるあらゆる相談や問題に
対応する「ワンストップ相談窓口」として地域に密着し
た支援体制を整えます。
●行政・医療・保健・福祉の専門機関、介護サービス事業
者、住民組織など、地域のさまざまな組織や人材と連携
して、包括的なサポートを行います。

地域包括支援センター事業

●日吉，美山地区を対象に、高齢者および
障害者等のひとり暮らし世帯等への見守
り活動や買物支援等に向けた環境整備・
体制整備を行うための調査・研究を進め、
本格実施につなげます。

安心生活創造事業

●生活福祉資金貸付事業（随時）
●くらしの資金貸付事業（8月・12月）

福祉資金貸付事業

●高齢者の個別生活ニーズに応えるため、
生活・介護支援サポーターを養成します。

生活・介護支援サポーター養成事業

●ケアマネジメント
に対する専門性の
さらなる向上を目
指します。
●社協の事業所とし
て地域福祉の推進
の一環という視点
をもって支援を行
います。
●法令遵守を基本に
事業運営の透明性
を確保した運営を
行います。
●事業の効率的運営
を目指して業務改
善に取り組みま
す。

居宅介護支援
事業
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すべての住民のこころが輝く福祉のまちづくり

●サービスの質とヘルパーの資質向上を目指します。
●個々の利用者の価値観や生活歴をを大切にした利用
者本位のサービスを提供します。
●地域で選ばれる事業所，職員が働きがいを持って仕
事ができる環境を整え、継続して質の高いサービス
を提供できる事業所を目指します。

訪問介護事業（介護予防訪問介護,障害者居宅介護）

●利用者主体の視点を大切にして個々の利用者が意欲的
に取り組めるようレクリエーションの充実を図ります。

●報告・連絡・相談・確認を徹底し、個々の事例に対
して改善を図り、常にサービスの向上に努めます。

●住み慣れた地域での生活を支援する為、地域との連
携交流を図ります。

通所介護事業（介護予防通所介護,障害者デイサービス）

●子どもたち一人ひとりの課題を明らかにし、自分らしく
生活していけるよう支援します。
●保護者が楽しく子育てできるよう、話し合い・学びあえ
る場所の提供などを通じて支援します。
●個々の子どもたちにあった療育実施を目指し、関係機関
と連携してサービスを行います。

つくし園（児童デイサービス）

●利用者のニーズに応えられる就労支援Ｂ型施設を目指します。
●就労支援プログラムを活用し、一般就労を目指す人の支援を行います。
●利用者個別のニーズに合った支援を提供します。

ワークセンターびび（就労継続支援B型事業）〈美山・日吉〉

●職員間の連携を深め、個々の利用者
の方の心身の状態や、ニーズに応じ
た対応、援助に努めます。
●器具・備品等の保守点検、使用方法
の習熟に努め、安全で心地よいサー
ビスの提供を行います。

訪問入浴介護事業

●利用者の生活様式や潜在能力を大切にし、尊厳保持を基本とした
サービスの提供を目指します。
●地域の行事やサロンに積極的に参加し、地域に密着した認知症対応
デイサービスの提供を行います。
●介護者の負担軽減、ニーズに添った柔軟な対応を目指します。

やぎ詩の郷（地域密着型認知症対応通所介護）

●作業環境を構造的に整えて、利用者の作業環境の向上を目指します。
●自主製品を見直し、柱となる事業を育成し、工賃向上を目指します。
●レクリエーションなどのメニューを整え、利用者一人ひとりのコ
ミュニケーション能力を高め、充実して過ごせる施設を目指します。

あじさい園（就労継続支援Ｂ型事業・生活介護事業）

平成22年度　予算 （単位：千円）

一般会計

一般会計 公益会計

収　入

支　出

公益会計

就労会計

就労会計

会費収入 8,538
寄附金収入 9,181

事業収入
1,147

　　共同募金
配分金収入

9,040

積立預金
取崩収入 1,200

受託金収入 87,611

介護保険収入 268,447

経常経費補助金収入 
74,116

自立支援費等収入
38,488

受取利息配当金収入 2,255

補助事業等収入
2,900

会計単位間
繰入金収入
98,240

介護保険収入 268,447

共同募金配分金事業 9,040

法人運営・地域福祉・
ボランティア 144,095

貸付事業 
693

善意銀行事業
2,650
　

心配ごと
相談事業
1,407

福祉サービス
利用援助事業
4,059

地域包括
支援センター 
45,203
安心生活
創造事業
8,821

サポーター養成事業
1,584

障がい者自立支援事業
60,427

介護保険事業
300,544
介護保険事業
300,544

地域活動支援センター事業
22,640

受託金収入 96,828

事業収入
31,775

会計単位間繰入金収入 5,400
経常経費補助金収入 
　　694

ファミリーサポート
センター事業 7,791
ヘルパー養成事業 
2,194

家族介護者
交流事業 
1,678

センター等建物管理事業 9.374

外出支援サービス事業
42,417

外出支援サービス事業
42,417

軽度生活
支援事業
3,667

生きがい活動
支援通所
22,887 配食サービス事業 

44,689

就労支援事業収入
9,866

自立支援費等収入 
67,405
自立支援費等収入 
67,405

補助事業等収入 
14,674

あじさい園 
42,889

ワークセンター
びび
49,056

あじさい園 
42,889

ワークセンター
びび
49,056

受託金収入 96,828

収入
134,697

収入
91,945収入

601,163

支出
601,163

支出
134,697

支出
91,945
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役員・委員紹介 敬称略・順不同 平成22年8月現在

役　職 氏　名 選任母体
会　長 田中　　博 学識経験者（園部町）
副会長 奥村　安治 地域の代表（園部町）
副会長 下司　文一 民生児童委員協議会（八木町）
副会長 湯浅　滿男 学識経験者（日吉町）
副会長 佐野　　清 地域の代表（美山町）
理　事 星尾　正吾 地域の代表（八木町）
理　事 船越　充子 地域の代表（日吉町）
理　事 上野　嘉雄 学識経験者（園部町）
理　事 川勝多嘉志 学識経験者（八木町）
理　事 松本　　均 学識経験者（八木町）
理　事 小栗　　宏 学識経験者（日吉町）
理　事 諫本　吉直 学識経験者（美山町）

役　職 氏　名 選任母体
理　事 古屋　義美 学識経験者（美山町）
理　事 中西多嘉子 ボランティアの代表
理　事 杉尾　輝和 社会福祉団体
理　事 木村　明美 民生児童委員協議会（園部町）
理　事 船越　重雄 民生児童委員協議会（日吉町）
理　事 栢下　　壽 民生児童委員協議会（美山町）
理　事 内藤　　勉 社会福祉施設の役職員
理　事 山下　澄雄 議会
理　事 永塚　則昭 行政
理　事 山内　　正 法人が経営する施設の施設長等
監　事 小畑　圭一 財務諸表を監査し得る者
監　事 川勝　　守 社会福祉事業に学識経験を有する者

役　　　員

善意のご寄付ありがとうございました
◆本所扱い
サトウ眼科医院　様　　10,000円…福祉のために
園部ロータリークラブ　様　　　5,000円…福祉のために
株式会社親愛　様　100,000円…福祉のために
全京都建築労働組合船井支部　様　　11,586円…福祉のために
他匿名寄付　5件　109,400円

◆園部支所扱い
中　西　利　之　様　100,000円…亡母の供養に
南丹地区カラオケ連合会　様　　30,000円…第3回南丹地区カラオケ歌謡フェス

ティバル収益金を
園部カラオケ同好会「園歌」　様　　35,000円…チャリティ歌謡フェスティバル収益金を
園部町傷痍軍人会、同妻の会　様
　　　　　　　　　　294,712円…園部町傷痍軍人会解散に伴い
廣　瀬　　　強　様　　30,000円…報恩感謝
カラオケ同好会「道」　代表　阪本輝雄　様
　　　　　　　　　　　40,721円…チャリティ歌謡フェスティバル収益金を
他匿名寄付　3件　　56,000円
匿　　　　名 お手玉70個
匿　　　　名 ティッシュペーパー多数
匿　　　　名 切手多数

◆八木支所扱い
野　谷　ふみ栄　様　　50,000円…亡夫の供養に
木　村　孝　子　様　　50,000円…亡夫の供養に
竹　上　修　平　様　100,000円…亡母の供養に
京都信用金庫八木支店　様　　12,660円…さくら祭りで集めたお金を福祉のために
廣　瀬　利　光　様　　50,000円…亡母の供養に
寺　田　弘　和　様　300,000円…亡父の供養に
八　木　利　行　様　100,000円…亡父の供養に
鶴　山　金　一　様　　10,000円…車椅子借用のお礼として
豊　田　　　一　様　　50,000円…あじさい園のために
大　狩　久　子　様　　　5,000円…福祉のために
八　木　　　悟　様　100,000円…亡母の供養に
福　嶋　生　雄　様　　30,000円…福祉のために
歌謡フレンズ　様　　15,859円…福祉のために
鶴　山　金　一　様　　10,000円…福祉用品借用のお礼を福祉のために

きむら診療所　様　　19,142円…福祉のために
船枝　愛友会　様　　　2,400円…福祉のために
大　狩　久　子　様　　　5,000円…福祉のために
他匿名寄付 20件　467,142円
畑　　　久仁子　様 おむつ多数
石　田　　　純　様 おむつ多数
明　田　博　子　様 タオル多数
小　林　佳　幸　様 おむつ、寝巻　各多数
匿　　　　　名 せっけん多数

◆日吉支所扱い
永　口　茂　治　様　　50,000円…亡父の供養に
湯　浅　廣　志　様　　50,000円…亡母の供養に
森　田　芳　夫　様　300,000円…亡母の供養に
谷　口　良　三　様　100,000円…亡父の供養に
谷　口　猪一郎　様　300,000円…亡父の供養に
上　段　美智江　様　200,000円…亡夫の供養に
吉　竹　郁　子　様　100,000円…亡夫の供養に
他匿名寄付　3件　110,000円  

◆美山支所扱い
西　村　　　正　様　100,000円…亡母の供養に
野　谷　芳　夫　様　　10,000円…ベッド借用のお礼として
瀬　口　　　裕　様　　10,000円…ワークセンターびびの運営資金として
武　田　　　薫　様　　50,000円…亡母の供養に
日吉町JR利用者親睦会　様　　13,625円…ワークセンターびび日吉分所の事業活動へ
井　爪　孝　雄　様　100,000円…亡母の供養に
井　本　恵　庸　様　　　4,000円…福祉のために
小　馬　恭　子　様　500,000円…亡夫の供養に
南丹市チャリティゴルフ実行委員会　様
　　　　　　　　　　　30,000円…チャリティ募金をワークセンターび

び日吉分所の運営のために
北　川　輝　夫　様　　20,000円…ベッド、車椅子借用のお礼として
竹　内　　　博　様　　50,000円…亡母の供養に
長　野　建　一　様　100,000円…亡母の供養に
他匿名寄付　2件　300,500円
竹　内　　　博　様　電動ベッド1床

社協会費のご納入ありがとうございました
各自治会等を通じてお世話になりました平成22年度会費は、

お寄せ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に有効に活用させていただきます。
会費をご納入していただきました皆様、ならびに納入にご協力くださいました自治会役員、ふれあい委員等関係
の皆様に厚くお礼申し上げます。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

平成22年8月末　総額7,579,800円となりました。

平成22年3月29日から平成22年8月31日受付分
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企画（小）委員会
氏　名 住　所
大町　　功 園部町
村田　憲一 園部町
中嶋　美好 園部町

○ 中井　良子 園部町
梅木　寧輔 園部町
西田カツヱ 園部町

○ 余野　梅乃 園部町
オブザーバー 栃下　辰夫 行　政

芦田　美子 八木町
八木眞沙代 八木町

○ 川勝　益好 八木町
廣瀬　滋子 八木町
加茂八洲雄 八木町

○ 滝口　来吉 八木町
廣瀬　和子 八木町
山口　　勝 行　政
船越　嘉次 日吉町

○ 岩田　佳枝 日吉町
○ 宮田　洋二 日吉町

井尻　富子 日吉町
近藤　正也 日吉町
寺阪　明美 日吉町
吉野　　隆 日吉町
吉田　　進 行　政
中西　幸男 美山町
小寺　俊彦 美山町

○ 小畑　　弘 美山町
野谷　静夫 美山町

○ 樋口三千男 美山町
岡本　達樹 美山町
長野　　弘 美山町
松村　雅枝 行　政

○企画委員を兼ねる

過疎地住民福祉委員会
氏　名 住　所
小林　敏郎 日吉町
石田　義治 美山町
楠川　　進 園部町
小森　京次 八木町
鍋田　和夫 日吉町
藤井加鶴子 美山町
宇野　和子 日吉町
益田　久男 美山町

広報委員会
氏　名 住　所
日下部純子 園部町
八木　節子 八木町
關　　良子 八木町
木ノ本須美枝 日吉町
村上　　昇 園部町
岡本　達樹 美山町
藤井日出夫 日吉町

ボランティアバンク
運営委員会

氏　名 住　所
中井　良子 園部町
松本　千里 八木町
坂本二三恵 美山町
中川　純子 八木町
井尻　正美 日吉町
西田カツヱ 園部町
廣瀬　和子 八木町
芦田　範子 日吉町
田中　貞夫 美山町
塩貝　嘉子 日吉町
野谷　静夫 美山町
栃下　晴基 行　政
平井　静男 教育委員会

苦情解決第三者委員会・
個人情報保護委員会
氏　名 住　所
吉田　儀正 園部町
浅田　祀子 八木町
土井　保江 日吉町
高野　長司 美山町
片山　　勲 園部町
小槻　忠行 八木町
吉田美津子 日吉町
藤原　良恭 美山町

生活福祉資金調査委員会
氏　名 住　所
田中　　博 園部町
奥村　安治 園部町
下司　文一 八木町
湯浅　滿男 日吉町
佐野　　清 美山町
西田　修身 園部町
三觜　晴子 八木町
井尻　正美 日吉町
大牧　貞子 美山町
栃下　晴基 行　政

善意銀行運営委員会
氏　名 住　所
森　　為次 園部町
谷　　　幸 八木町
近藤　次男 日吉町
中西　文雄 美山町
今井　惠一 園部町
廣瀬　光子 八木町
谷川みゆき 日吉町
川勝　仁司 美山町
栃下　晴基 行　政

委　　　員

氏　名 選任母体
山本　侑一 地域の代表（園部町）
廣瀨　　強 　　〃　　（園部町）
前田　良一 　　〃　　（園部町）
垣村　重美 　　〃　　（園部町）
小寺　貞明 　　〃　　（園部町）
小西　重幸 　　〃　　（園部町）
波部　良典 　　〃　　（八木町）
伴　　勝美 　　〃　　（八木町）
植　　　勉 　　〃　　（八木町）
滝口　来吉 　　〃　　（八木町）
石橋松太郎 　　〃　　（八木町）
中川　輝男 　　〃　　（日吉町）
福島　　孝 　　〃　　（日吉町）
粟田　道雄 　　〃　　（日吉町）
中野　愛子 　　〃　　（美山町）
中西　幸男 　　〃　　（美山町）
北川　正雄 　　〃　　（美山町）
柿迫多可子 　　〃　　（美山町）
藤井加鶴子 　　〃　　（美山町）
中井　良子 ボランティアの代表（園部町）
關　　良子 　　　　〃　　　　（八木町）
廣瀬　静代 　　　　〃　　　　（日吉町）
野谷　静夫 　　　　〃　　　　（美山町）

氏　名 選任母体
大坪　洋子 民生児童委員協議会（園部町）
三觜　晴子 　　　　〃　　　　（八木町）
近藤　正也 　　　　〃　　　　（日吉町）
樋口三千男 　　　　〃　　　　（美山町）
西村　　明 身体障害者福祉協会（園部町）
松本　郁夫 　　　　〃　　　　（八木町）
吉野　　隆 　　　　〃　　　　（日吉町）
清水　謙次 　　　　〃　　　　（美山町）
森　　茂樹 老人クラブ（園部町）
松本惠美子 　　〃　　（八木町）
山口　貞三 　　〃　　（日吉町）
長野　　弘 　　〃　　（美山町）
大嶋久美子 婦人会（園部町）
西田富喜子 　〃　（八木町）
湯浅由美子 　〃　（日吉町）
村田　京子 　〃　（美山町）
坪之内好野 母子・寡婦福祉会
堀　　康徳 P.T.A.
湯浅　照夫 教育委員会
井尻　誠治 教育関係者（校長会）
大川　眞樹 社会福祉施設の役職員
栃下　辰夫 行政

評　議　員
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氏　名 住　所
園部町

井上　雅夫 宮町
湯浅　市朗 上本町
大槻　義孝 本町
山口たか子 若松町
上田　啓子 若松町
畑　ふみ子 新町
齊藤　　栄 新町
片山　浩美 新町
三村　隆子 小山東町
熊本　良重 小山東町
神田ますみ 市営向河原団地
古谷　英子 府営向河原団地
小島　嘉夫 府営向河原団地
塔尾ミツエ 小山西町
中山眞理子 小山西町
山口　京子 小山西町
猪阪　高司 栄町
川原　　弘 栄町
黒木　雅子 美園町
小林摩耶子 美園町
梅木　寧輔 美園町
牧野多佳子 小桜町
梅原　久代 小桜町
中西生根子 小桜町
塩田　道代 城南町
西森多喜子 城南町
内藤　　斉 横田
河原　嘉久 横田
石川　久代 横田
木村　節子 黒田
森　きぬ子 上木崎町
藤田　信子 上木崎町
胡　　彰弘 河原町
木村　敦子 木崎町
中川　郁江 木崎町
中川まさ子 木崎町
西田　一美 内林町
髙屋　安男 瓜生野
船越　富子 熊崎
内藤　道子 新堂
崎山　良子 千妻
松井　弘一 曽我谷
山岸　恵子 船岡
大久保美保 船岡
村田　朝子 高屋
片山　恵子 大戸
羽田やす子 熊原
林　　洋司 佐切
谷口　昭二 越方
小寺美智昭 竹井
奥村美代子 竹井
谷　　義治 仁江
井尻みや子 船阪
大坪　良子 大西
西村美代子 宍人
北村きくゑ 半田
神田　富夫 口人
西田　富子 口司
奥村　　忠 殿谷
佐々谷登喜枝 埴生
沖野久美子 埴生
奥村　敏子 南八田
清水　郁代 天引

ふれあい委員
氏　名 住　所
大町　　功 法京
奥村はるみ 大河内
堀林　静子 南大谷
加舎　尚子 若森

八木町
谷口　和隆 本町１
原　　　剛 本町１
八木　孝子 本町１
吉田かず代 本町１
沢田　和子 本町２
今西　　豊 本町３
廣瀬　和子 本町３
青木　良子 本町４
山内　恵子 本町４
八木　規子 本町５
八木　愛子 本町５
小西　明美 本町６
小島喜代子 本町６
八木　エミ 栄町１
桂　　信夫 栄町１
八木美佐子 栄町３
佐々木まさ子 本郷東
三嶋　　浩 本郷東
廣瀬　裕美 本郷西
大上まち子 本郷南
福嶋　克美 本郷南
秋田　育代 本郷北
片山　文明 栄町２
永田　朋子 栄町２
松本　節子 栄町２
長尾　鈴代 栄町２
大狩　幸子 垣内
八木　のぶ 柴山
森川　一雄 屋賀上
國府たま子 屋賀上
大内　康子 北屋賀
大内裕美子 北屋賀
松浦　順子 北屋賀
木村富美恵 北屋賀
木村　一枝 北屋賀
平井　和美 青戸
川勝　清美 青戸
岸上千寿子 西田
原　美江子 西田
加藤美知代 井ノ尻
大槻　善昭 井ノ尻
麻田キヨ子 観音寺
川勝　安夫 屋賀
三輪サチ子 屋賀
中川　悦光 氷所
人見二三子 氷所
浅田　勝弘 日置
浅田　　洋 日置
川勝　國子 刑部
川勝久美子 刑部
宅間　敏雄 北広瀬
広瀬加代子 北広瀬
廣瀬久美子 八木嶋
浅野眞理子 八木嶋
廣瀬　秀子 八木嶋
廣瀬　富惠 八木嶋
廣瀬　福代 大薮
廣瀬　幸子 大薮
島村富士子 折戸

氏　名 住　所
塩貝　洋子 折戸
澤井　　桂 南広瀬
横山　順子 南広瀬
廣瀬　優子 南広瀬
田村美知子 鳥羽
森　富美江 鳥羽
西下すぎゑ 美里
西村　敏子 美里
今西　栄子 室河原
山口　厚子 室河原
今西　初子 木原
人見　淑子 木原
西田　純一 池ノ内
西田　智野 池ノ内
湯浅一二美 玉ノ井
松本　利子 玉ノ井
井上　正次 船枝
井尻　妙子 船枝
松本　　均 山室
若井登代子 山室
栗山　一也 室橋
若井　睦巳 室橋
明田　孝之 諸畑
明田　　篤 諸畑
松本　正平 野条
松本　　覚 野条
蓑内　　博 池上
麻田　敏之 池上
山田　幸恵 神吉上
小槻　正子 神吉上
小川　桂子 神吉下
滝野かつ子 神吉和田

日吉町
山口　紀子 殿田上
田中　明子 殿田下
湯浅　千鶴 木住
湯浅さゆり 木住
安井　昌夫 生畑
近藤　恵子 中世木
田中　文代 中世木
野々口弘美 上保野田
塩貝　明子 下保野田
吉田美千子 志和賀
井尻久美子 志和賀
平井イトノ 田原駅前
小林　幸恵 和田
南口　美代 殿
西村　松子 殿
佐々木繁美 四ツ谷
久世　幸美 四ツ谷
福間　一恵 四ツ谷
福島　貞代 四ツ谷
下村　玉枝 下佐々江
土井すみ江 中佐々江
久野　朋江 上佐々江
芦田　範子 東胡麻
辰己　哲治 西胡麻
塩貝　清次 西胡麻
宇佐見二郎 西胡麻
勝田美恵子 西胡麻
渡辺ちえの 上胡麻
塩貝富美子 上胡麻
寺阪　明美 上胡麻
谷口　牧子 広野

氏　名 住　所
宇野　和子 畑郷
谷川　清子 畑郷

美山町
片山眞智子 南
中野　和子 北
吉原　敏夫 中
長野　建一 河内谷
松永　茂吉 下
笠谷　　実 知見
大牧　秀夫 江和
中田　良江 江和
鈴木　美幸 田歌
今井　陽一 芦生
川村智亜紀 白石
山本　　功 佐々里
加藤　広市 又林
桂　　隆雄 下平屋
松村　芳男 上平屋
松田　誉子 安掛
大東富美子 野添
増田　久男 長尾
岸本　壽枝 深見
中西　明広 荒倉
井上　稔彦 大内
西　　和枝 内久保
中藤　光一 原
上村　知夫 板橋
黒田　朋子 宮脇
南　　　清 下吉田
井上　　学 島
武田　英男 長谷
西野　京子 上司
工藤　吉幸 和泉
藤本　幸子 和泉
北川　幸子 静原
山崎　美義 今宮
市原　久子 栃原
上田　麗子 砂木
南條　孝志 棚
森田　光子 川合
大矢　賢治 殿
竹内多美男 舟津
諌本　建夫 松尾
前田　時男 神谷
藤原　隆司 名島
岡本　達樹 洞
西田　晶次 田土
川勝チエコ 上吉田
小寺　松芳 林
松原　寿子 庄田
星野　光正 脇
川勝　吉洋 熊壁
栗栖　美次 山森
田中　貞夫 萱野
山中　幹子 大野
菅生　吉宏 川谷
竹内　　晶 岩江戸
藤原　忠司 肱谷
齊藤　一郎 小渕
大澤　藤雄 向山
西田　恭子 樫原
江藤　政行 音海
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住　所 氏　名 選任母体

園部町

日下部純子 行政相談員
畑　ふみ子 人権擁護委員
奥村　幹夫 　　 〃
矢野　咲美 　　 〃
片野　幸枝 　　 〃
松本　貞和 　　 〃
片山　　勲 　　 〃
岩田　政子 民生児童委員
中村　吉郎 　　 〃
大坪　洋子 　　 〃
森　　政美 　　 〃
人見　雅子 　　 〃
岡本みさ子 　　 〃
木村　　藏 調停委員
森　嘉津子 　 〃
岩見　芳子 　 〃

八木町

麻田  勝司 行政相談員
秋田　　晃 人権擁護委員
小西　　勉 　　 〃
山口　伸子 　　 〃
蓑内千づる 　　 〃
小槻　忠行 　　 〃
八木　節子 民生児童委員
中川　純子 　　 〃
下司　文一 　　 〃

住　所 氏　名 選任母体

八木町
松本　浩子 民生児童委員
大槻　昌伸 　　 〃
八木　卓美 身体障害者相談員

日吉町

広瀬　健一 行政相談員
藤井日出夫 人権擁護委員
吉田美津子 　　 〃
湯浅　輝和 　　 〃
近藤　正也 民生児童委員
船越　充子 　　 〃
小島ちよ子 　　 〃
北井　嘉辰 　　 〃

美山町

森　健太郎 行政相談員
藤原　良恭 人権擁護委員
南條　敏子 　　 〃
長野　光孝 　　 〃
登尾　久嗣 民生児童委員
菅井　正巳 　　 〃
小寺　俊彦 　　 〃
清水　謙次 身体障害者相談員
田中　幹生 　　　 〃
戸本　節子 　　　 〃
佐野　　清 学識経験者
倉内喜久雄 　　〃
石田　義治 　　〃

心配ごと相談員

園
部
支
所
地
域
福
祉
事
業
課

山
田

　
よ
し
み

職
員
リ
レ
ー
ト
ー
ク

以前に「社協って何をしてるところな
の？」って質問されたことがありました。
「介護のことしか知らないわ」…ほかにも
いろいろしているんだけどなあ…なんとも知
られていない…。
実は社協に就職するまでは私もそうでし
た。各支所・各分野で仕事はいろいろありま
すが、私の地域福祉の仕事は、「ふだんのく
らしをしあわせに」することのお手伝いをす
るところ。
近所のおばちゃんおっちゃんが、寄っては
おしゃべりしている中でいろいろな情報がわ
かります。「隣のおばちゃんがコケはって入
院しはったんやて」「ほんならおっちゃんが
大変や！おかずを差し入れしよか」…隣近所
はそういう付き合いをしていましたね。
地域の子供たちともかかわることがよく
あったので、危ないことをみかけたらよその
子供であっても、叱ったり、いいことをして
いたら褒めたりしましたよね。地域の子供を
地域で育てて、近所の持ちつ持たれつの関係
でとてもよかった。

そういう“地域の力”が今大きく取り上げ
られているけど、核家族が多くなった今だか
らこそ、昔の地域のつながりなどをとり戻し
ていけばいいだけのこと。
地域福祉の仕事って幅広く、ふれあいネッ

トワーク活動・ボランティア活動・介護予防
事業・生活支援・福祉教育・権利擁護事業な
どなど…。
障がい者や高齢者の権利を守るための権利

擁護事業も個人個人の思いを聞いての活動
で、これまたいろいろなケースがあり難しく
関係機関との連携が大切です。行政や包括支
援センター、施設、ケアマネジャーさん、ヘ
ルパーさんに相談することも多く、一緒に当
事者のことを考え、みんなで支援していくこ
とで普通に暮らしていただけるように考えて
います。
どの分野もスペシャリストが力を発揮し

て、地域のみなさんのしあわせを守るため一
丸となってがんばっていますので、困ったこ
とや気づいたことなどありましたら、社協に
声をかけてみてくださいね。
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昨年より、園部町内の小学校区ごとに、各区長・民生
児童委員・ふれあい委員の皆様にお集まりいただき、
「社会福祉協議会」や「なんたんふれあいプラン」のお
話をさせていただいています。夜分お忙しい中お集まり
いただき貴重なご意見を聞かせていただいています。

地域に
おじゃましています!

園部
支所

このほかにも、多くのご意見を賜りました。これから
も、懇談会は続けて行く予定です。ご参加いただき、皆
様の声をお聞かせください！

今年も、2010南丹市やぎ・ふれあいふくしまつり健
康づくり大会が平成22年10月16日（土）に開催されま
す。
このおまつりは、障がい者をサポートする施設や高齢

者施設関係、地域の中で活躍する団体・ボランティアグ
ループ及び南丹市内の各学校の方々や行政等で実行委員
会を立ち上げて運営している手作りのイベントです。
当日は、舞台発表に各種模擬店・体験コーナーなどた

くさんあります。
皆さん、ぜひともご参加下さい。

2010南丹市やぎ・ふれあい
ふくしまつり健康づくり大会

八木
支所

日吉胡麻基幹集落センターで開催しているミニデイ
サービス（生きがい活動支援通所事業）は、従来「ごま
交遊会」として開催していますが、参加者が増えたた
め、もう1ヶ所増やし、「あおい会」と名づけられ、同
センターで今年の6月より始まりました。
おおむね65歳以上で介護保険の要介護認定を受けて

いない方が対象です。お話やゲームを楽しんだり、趣味
の活動や軽く体を動かして、いつまでも元気でいること
ができる元気人をめざしましょう！

「胡麻あおい会」始まりました
～胡麻でミニデイサービスが増えました～

日吉
支所

◆あおい会
第1木曜13：30～
第3木曜10：30～
◆ごま交遊会
第1金曜13：30～
第3金曜10：30～
（いずれも定員15名）
お申込は随時受付
けますのでご相談く
ださい。送迎も行い
ます。

【平成22年9月11日：美山文化ホール】
障がい者福祉についての関心と理解を深める機会とし

て、また障がい者や高齢者が主役になり、元気になる取
り組みとして、“美山福祉のつどい2010”を開催しま
した。
施設等で丁寧につくられた素敵な作品がたくさん展示

されました。
体験コーナーでは、老若男女障がいのある人もない人

も卓球バレーで白熱
しました。
障がいのある方も
ご高齢の方も、み
なさんいきいきとス
テージで発表されま
した。
音楽療法実践家の
の橋本哲郎さんの楽
しい講演もありまし
た。
（主催：美山福祉の
つどい2010実行委員
会）

「障がい者・高齢者が主役」
～美山福祉のつどい2010を開催しました～

美山
支所

★
ま
つ
り
の
テ
ー
マ
★

　
か
か
わ
り
・
つ
な
が
り
・

　
　
　
　
ひ
ろ
が
り
・
元
気
の
輪

◆社会福祉協議会は、募金や集金のイメージだった
が、いろいろな事業をされている身近な組織だと
解った。
◆今は住民全体が会う事が少なくなった。
◆ふれあいのネットワークというが、実際に寄る機
会は少ない。常にこういう話し合いをしたい。
◆自分も高齢なので心配。どこに相談に行けばいい
のかわからなかったが今回解った。
◆地区に横のつながりがない。個人情報がネックと
なる。「知る事」「共有すること」が大切と感じた。
◆「ふくし」というと構えてしまう。説明を聞いて、
隣の人への声かけから始まると認識。
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南丹市内ボランティアだより

☆歩いているときには気づかないことも、車いすにのったりおしたりすると発
見できた。

☆いろいろな人の立場から見て、細かいことも考えないといけないと思った。
☆車いすのを押したのが初めてだったけど、すごく難しかった。

夏のボランティア体験のメニューで、園部町まち中バ
リアフリーマップを作りました。小学生と民生児童委員
さんで、車いすでまちの中を探索。
「この段差は大変！」「交差点はこわいなぁ」

など、普段はあまり気にとめないことを感じました。そ
れらの「気づき」をマップに記入して、“だれもが住み
やすい町になるにはどうすればいい？”など話し合っ
て、自分の町をみなおし、みんなで考えることができま
した。

バリアフリーマップをつくったよ!

去る7月26日（月）に日吉はーとぴあにおいて平成
22年度総会を開催しました。
役員改選を行ない、新体制を整え、動き出しました。
新役員は次の通りです。

【会　　長】久野　克己
【副 会 長】井尻　和夫
【庶務会計】木ノ本須美枝
【会計監査】山口　節子
　　　　　　小林　幸恵
　　　　　　　（敬称略）

会員減少（実人員105名）など課題はありますが、肩
に力を入れすぎず、グループ間の交流をしながら、まち
づくりに貢献できるよう、1年間の計画について話し合
いました。

～日吉町ボランティア連絡協議会より～
総会を開催し、新役員さんが決まりました

シンガーソングライター　森　圭一郎　さん
平成22年11月20日（土）午後1時～3時
＊美山文化ホールにて　★参加費無料

第4回南丹市ボランティア交流会～心いやされるトークコンサート～

今年も恒例の会員交流の「グラウンドゴルフの集い」
を開催します。
日時：平成22年11月8日（月）午前9時集合
　　　午前9時30分開始
場所：八木町運動公園　南端公園（芝生）
対象：八木町ボランティア連絡協議会会員

ボランティアさん活動中

恒例！！～八木町ボランティア連絡協議会～
グラウンドゴルフを楽しむ集い

【と　き】平成22年11月20日（土） 
　　　　　午前9時45分開会予定

【ところ】美山文化ホール

【内　容】10年の歩みをふり返る
　　　　　パネルディスカッション

【主　催】美山町ボランティア連絡
協議会10周年記念実行委
員会

～美山町ボランティア連絡協議会～
設立10周年記念
シンポジウム

「やぎ詩の郷ボランティア」 消毒ボランティア「いずみの会」

季節の行事に！ ふれあい給食に！

事故で16歳の時に車イス生活と
なり、26歳でCDデビュー全国を
回って歌の旅をしています。
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みなさんの地域は今、どんな状況ですか…？

「思いあたることはありませんか？」
◆高齢者のお一人暮らしや高齢夫婦世帯が増えてきた。（生活の中でいろいろ困っておられるのでは？）
◆昔とくらべて、ご近所どうしの支えあいが減った。（いざ困った時、誰かに相談できる…？）
◆若い世代が以前と比べて極端に減った。（これから地域を誰が支えていく…？）

など
Q.「あなたのお住まいの地域（地区・集落）はどんな状況ですか？」
（↓気になること、心配なこと、困っていることなど、思いつくことを書き出してみてください。）

いつまでも安心して暮らせる地域を、みなさん自身でデザインしませんか？

○まずは、身近な生活課題・地域課題について地域の中で話し合ってみましょう。
→上の空欄に書きだしたことを、それぞれ持ち寄って話し合ってみましょう。
○具体的な課題について、いざ困った時にどう対応するか考えてみましょう。
→「ご近所どうしで対応できることは？」／「地域（地区・集落）で対応できることは？」
○住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるように、「こんな地域にしたい」という思いを、出し合っ
てみましょう。

「なんたんふれあいプラン」をキャンバスに…

南丹市社会福祉協議会では、住民が主役の地域福祉活動を推進する指針として、「なんたんふれあい
プラン（南丹市地域福祉活動指針）」を作成しました。
このプランをキャンバスにして、「みなさんの地域の未来」をみなさん自身の手でデザインしてみま
せんか？「早速何かとりくんでみたい。でも具体的にどうすればいい…？」と思われた方は、お気軽に
南丹市社会福祉協議会までご相談下さい。この記事に関するご意見やご感想もお待ちしています。
（「なんたんふれあいプラン」の冊子をご希望の方は、南丹市社会福祉協議会までご連絡下さい。）

「地域の未来を
 　デザインする。」



13

地域の中に「おたがいさま」の関係を!!

ふれあい委員は、住み慣れた地域で活動を行います。

活動として①見守りや相談相手
　　　　　②サロンの協力・支援
　　　　　③ふくし課題の掘り起こし・連絡
　　　　　④ふくしのまちづくりへの参加
民生児童委員さんや地域の方々と連携しながら、でき
ることから行っていただいています。

向こう
3軒
両隣

助け合い

思いやり支え合い

やさしさ広がる街づくりのために
ふれあい委員のみなさんに活躍し
ていただい
ています。

何かあったらいつでも

声をかけてくださいね

チラシを配って

見守り活動をしています!

南丹市の福祉サービスを、職員による寸
劇で説明させていただきました。
「勉強になった」「これからの活動を頑張
りたい」等の感想がありました。

たくさんのご参
加ありがとうござ
いました。

※ふれあい委員は、各区長・自治会長・民生児童委員など
の推薦で、社協が委嘱しています。8ページに掲載の皆
さんにお世話になっています。

ふれあい委員研修会
を行いました

第1回

赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします!!

～地域の福祉みんなで参加～
期間：10月1日～12月31日

みなさまからいただいた募金は、地域福祉活動などに活かされています。

昨年は、地域の保育所や小学校・障がい者団体などに助成させていただきました。

ふれあい委員福祉委員
改め…

制度が始ま
りました
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ケアマネジャーってどんな仕事？
ケアマネジャーとは介護保険法に基づく公
的資格です。法律上では、介護支援専門員と
呼ばれています。
高齢者等の相談に乗り、本人の希望に基づ
き、心身の状況に応じた適切な介護サービス
を利用できるように介護サービス計画（ケア
プラン）を作成します。
旅行に例えれば、旅行者（高齢者等）が希
望する旅行の内容について、交通手段や宿泊
先等（介護サービス）を調整する、旅行会社
の役割をするのが、ケアマネジャーです。
介護保険のサービス利用時の負担金額は、
原則 1割負担ですが、ケアマネジャーの利

用料金は、介護保険から 10割給付されるた
めかかりません。（※保険料の滞納等があれ
ば負担が発生することがあります。）
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に
います。現在、南丹市には 16箇所（園部：7、
八木：３、日吉：2、美山：４）の事業所が
あります。なお、介護度（要支援、要介護）
によって、担当する事業所が変わることがあ
ります。
詳細については、南丹地域包括支援セン
ター【0771-68-3150（園部、八木）0771-
72-0214（日吉、美山）】や各居宅介護支援
事業所まで、ご相談されるとよいでしょう。

新任職員の紹介
西田　麻友子

（管理部総務課）

1日も早く仕事に慣れ、一人前になれるよ

う頑張りたいと思います。

よろしくお願いします。

尾上　沙羅

（地域福祉部地域福祉事業課）

日々勉強させていただき、いつも笑顔で明

るく頑張りますので、よろしくお願いしま

す。

石田　春菜

（事業部居宅介護事業課）

８月１日より勤務することになりました。

私は大学で社会福祉について学んできまし

た。その経験を生かし、住みよい町づくり

に貢献していきたいと思います。まだまだ

未熟ですが、精一杯頑張ります。よろしく

お願いします。

小崎　梨絵

（児童デイサービスつくし園）

この度、つくし園で働かせて頂くことにな

りました。以前より、障がい者施設にて勤

務しておりましたが、縁あって地元の南丹

市で地域の皆様のお役に立てることを大変

嬉しく思います。

田口　圭子

（児童デイサービスつくし園）

４月より南丹市民になり、社協の職員とし

てお世話になることになりました。

笑顔を忘れずに頑張っていきますので、よ

ろしくお願い致します。

中嶋　優

（ほほえみ園部居宅介護支援事業所）

この度、園部支所で勤務させていただくこ

とになりました。微力ではございますが、

日々努力して参りますので、よろしくお願

い致します。

？ ？ ？？
？ ？
？

？

？
？カイゴのギモン
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日ごろ、感じていることや思っていることを
『つぶやき』という形で言葉にしていただき
ました。今回は、就労継続支援Ｂ型施設に通
所されている方のつぶやきをご紹介します。

私は作業所（就労継続支援Ｂ型施設）に月曜日から金曜日まで仕事に行っています。

朝は 7時に起きて朝ごはんを食べ、8時半に家を出ます。その後、作業所で仕事を

して 4時半に帰ってきます。4時半からは、ヘルパーさんと料理を一緒に作ったり、

洗濯をします。5時半に夕食を食べ、薬を飲んで片付けをし、7時に寝ます。

土曜日と日曜日は作業所が休みです。この前の日曜日は、6時に起きて朝ごはんを

食べ、草引きをしたり、トイレ掃除をしたり、ゴミ捨てをしたり、家でゴロゴロした

りしていました。昼食後は、寝ていることが多いです。5時に夕食を食べ、薬を飲ん

で片付けをし、7時に寝ました。

休みが2日続くと、1日はでかけたくなります。休みの日は退屈で困っています。

「あん
なこと
・こん

なこと
」

よろしくお
願いします

！

大西　景子

（八木支所地域福祉事業課）

はじめまして。持ち前の体力といつも笑顔

を心掛け、何事にもチャレンジしていきた

いと思います。よろしくお願い致します。

土田　晋平

（あじさい園就労支援事業所）

９月１日付けで、お世話になることになり

ました土田と申します。まだまだ分からな

いことばかりですが、一所懸命頑張ります。

宜しくお願いします。

松本　順花

（あじさい園生活介護事業所）

今まで働いていた環境とは違い、初めての

事ばかりですが、たくさんの事を吸収して

メンバーさんと共に成長していきたいと

思っています。

木村　清子

（日吉地域活動支援センター）

７月１日付けで勤務することになりまし

た。地域住民の皆さんの為に働きたいと

思っています。頑張りますので、いつでも

声をおかけください。

武田　麻希

（ほほえみ美山訪問介護事業所）

在宅介護は初めてですが、先輩上司の指導

等を受け、他機関との連携を図りご利用者

が地域で安心し暮らしていけるよう頑張り

ます。

大西　智香

（ワークセンターびび日吉分所）

“元気と笑顔を忘れずに”びびでは利用者

の方に仕事の楽しさを知って頂けるように

一緒に頑張ります。よろしくお願いします。



16

美山支所 0771-75-0020　 0771-75-0829南丹市美山町島住古瀬8番地〒601-0751
日吉支所 0771-72-0947　 0771-72-0732南丹市日吉町保野田垣ノ内6番地4〒629-0301
八木支所 0771-42-5480　 0771-42-4412南丹市八木町西田山崎17番地〒629-0134
園部支所 0771-62-4125　 0771-63-5606南丹市園部町上本町南2番地22〒622-0014

本　　所 0771-72-3220　 0771-72-3222南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地〒629-0301

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会発行

毎日の「子育て」のなかの、「ちょっと困った !!」そんな時、
南丹市ファミリー・サポートセンターの「おまかせ会員」さんが応援します。
南丹市では、保育所や放課後児童クラブへの送迎や、在宅ワークの忙しい時期、
冠婚葬祭時に「ファミサポ」の相互援助活動が行われています。
必要な時に「おまかせ会員」さんに、子育ての応援をしていただけます !!
どうぞ、お気軽に、もしもの時のために、「おねがい会員」に登録下さい。
そして…「おまかせ会員」になって南丹市の子育ての応援団に入ってください !!
出来る範囲で出来る時間だけでも…お待ちしています。基本 5講座の受講をお願いします。お願いします

こんにちは!南丹市ファミリー・
サポート・センターです!!

好評です !!「おまかせ会員」基本講座

子どもの社会性と
遊びについて

子どもの人権について AEDを使った
救命講習

子どもの安全と
病気について

活動を始める前に

ただいま相互援助
活動中！ スキルUP講習会

｢絵本｣の読み聞
かせ方

年2回スキルUP

レベルUP講習会開催!!

「おまかせ会員」

対象です

こんな、おもちゃも

作ります！

随時会員募集中!!

編集後記
気がつけば世間は運動会シーズンに突入。体を動かすのが苦手だった私には運動会によい思い出はあ

りません。そんな私のこのシーズンの楽しみといえば、ミカン。このころにしか出回らない青いミカンで
す。勝手に「運動会ミカン」と名付けて楽しんでいます。
支所だよりの発行をしないかわりに、なんたん社協だよりの発行回数を増やすことにした今年度。ま

だまだ“青い”広報ですが、これまでとは一味違った社協だよりを目指したいと思います。（Ａ）


