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【地域福祉の部】〜重点目標より〜

南丹市社会福祉協議会

なんたんふれあいプラン施行から４年が経過し、
これまでに得られた成
果や、今後さらに取り組みを進めていくべき課題等を精査し、本年度に施行
される行政計画「第２期 南丹市地域福祉計画」
とも整合を図りながら、次期
プラン（Ｈ26年度施行予定）を策定していきます。

本年度の

南丹市地域福祉活動計画 住民主体の福祉推進組織づくり
「なんたんふれあいプラン」 ᆅᇦ⚟♴ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢఫẸయࡢ
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ふれあい委員活動
の活性化

生活支援の仕 組みづくり
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〜つながろう南丹見守りネットワーク〜

子育て支援
活動の
の
拡大

ボランティア
コーディネート
の機能強化

【居宅介護等事業・施設運営の部】〜各部門スローガン〜
一人ひとりの思いや価値観
を受け止め、住み慣れた地域
で
『望む暮らし』
の支援を目指
して
【居宅介護支援事業】
ࠑ࠼ࡳᅬ㒊࣭ඵᮌ࣭᪥ྜྷ࣭⨾ᒣࠒ

住み慣れたこの町で暮らし
続ける意欲と希望が
生まれ、心輝く時間
の提供を
【通所介護事業】
ࠑ࠼ࡳඵᮌࠒ

小集団の中で笑顔を引き
出し「 や る 気 と 自 信 」を
つけ、自分らしく生活して
いく力を
【つくし園】
㸦ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ㸧
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まごころ・笑顔・チームワーク
でつなぐ暮らしの
お手伝い
【訪問介護・居宅介護事業】
ࠑ࠼ࡳඵᮌࠉ
ࠉࠉ᪥ྜྷ࣭⨾ᒣࠒ

認知症を生きる人たちの
その家族が安心して地域の
中で暮らしていくために
【やぎ詩の郷】
㸦ᆅᇦᐦ╔ᆺㄆ▱ᑐᛂ
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一 人ひとりの思いに寄り
添い、地域に根ざした施設
をめざして
【あじさい園】
㸦ᑵປ⥅⥆ᨭ㹀ᆺࠊ⏕άㆤ㸧

慣れ親しんだ自宅で受けら
れる訪問入浴をより親しみ
やすい事業に
【訪問入浴介護事業】
ࠉ
ࠑ࠼ࡳඵᮌࠒ

だれもが住み慣れたなじみ
の場所で暮らし続けられる
地域づくりを目指して
【小規模多機能ホームだんない】

利用者が目標をもって
穏やかに地域で生活して
いけるために
【ワークセンターびび】
㸦ᑵປ⥅⥆ᨭ㹀ᆺ㸧

平成２５年度の取り組み【包括支援の部】〜 重点目標より 〜

複合的な生活課題を抱えた世帯の相談が増えてきている為、各種相談に対応
できる体制を整えていきます。高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域で
安心して暮らし続けられる地域づくりを進めていきます。

重点取り組み

高 齢 や 障 が いで 支 援 の 必 要

ऴोँःউছথभੁ

な 方 が 地 域で 暮らし 続 けら

ৼ੍ରਃચभਘ৲

れる地域包括ケアの取り組み

१شঅ५भ

を推進します。

生活基盤の確保や

障がいの相談等にも

権利擁護のため、

対応できる体制を整備

福祉サービス利用

認知症を理解し支え
あう地域
づくりを
進めます

援助事業・成年後

することで総合相談窓口

見制度・福祉資金

（福祉よろず相談センター）

貸付事業の積極的

を充実させます。

活用を図ります。

収

一般会計
前年度繰越金
5,200

公益会計

会費収入 8,090

経理区分間繰越金収入
94,387

収入
703,038

6,008

受託金収入
61,586

就労支援事業収入
15,672
利用料収入
1,739

事業収入
30,656

収入
150,971

事業収入
2,384

介護保険収入
358,053

就労会計
経理区分間繰入金
収入
2,096

事業外収入
12

経常経費補助金収入
71,488

補助事業等収入
39,228

支

一般会計繰越金

寄付金収入 7,233

受取利息配分金
収入 1,930

自立支援等収入
53,319

㸦༢㸸༓㸧

平 成 ２５ 年 度 予 算

入

補助事業費等収入
10,750

受託金収入
112,199

収入
116,563
自立支援費等収入
88,402

共同募金配分金収入
140

出

一般会計
地域活動支援センター事業
18,282
障がい者自立支援
事業
74,547

公益会計

共同募金配分金事業
140

センター等建物管理
事業
11,763

法人運営・地域福祉・
ボランティア
137,622
心配ごと相談事業
961

支出
703,038

貸付事業

2,160

福祉サービス利用
援助事業 5,869

介護保険事業
393,920

地域包括支援センター
62,690
安心生活創造事業

就労会計

家族介護者交流事業

1,552

ファミリーサポート
センター事業 7,574

生きがい
活動支援
通所
29,878

支出
150,971

配食サービス
事業 44,213

あじさい園
ワーク
51,541
センター 支出
びび
65,022 116,563

外出支援サービス
事業
53,389

軽度支援事業

2,602

6,847
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南丹市社会福祉協議会
【地域福祉の部】

災害ボランティアセンター運営支援ボランティア養成講座
開講記念シンポジウム

地域別懇談会
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ふれあい
いきいきサロン
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平成２４年度事業報告
４年 度事業報告
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ボランティア交流会

福祉体験学習
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食の自立支援（配食）
事業
ࠉ⏝Ⓩ㘓⪅ࠉࠉࠉே
ࠉࡢ㣗ᩘ ࠉ   㣗
外出支援事業
ࠉ⏝Ⓩ㘓⪅ࠉࠉࠉேࠉ
ࠉࡢ⏝௳ᩘࠉ௳
生きがい活動支援通所事業
ࠉᐇᆅ༊ࠉࠉࠉࠉࣨᡤ
ࠉ⏝Ⓩ㘓⪅ࠉࠉࠉே
ࠉࡢ⏝ேᩘࠉே

᪂つ❧ୖࡆࠉ㸯㸮ࢧࣟࣥ
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【包括支援の部】
認知症を地域で支える取り組み （地域包括支援センター）
ࠉ௨ୗࡢ㸳㡯┠ࢆ୰ᚰྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡲࡋࡓࠋ

①認知症を知り地 域で支える活 動
ࠉㄆ▱ࢧ࣏ ࣮ ࢱ ࣮ 㣴 ᡂ ◊ ಟ ࠉ   ࢝ᡤ㛤ദࠉྡཷㅮ
②認知症の早 期 発 見と医 療 及びケアへの連携強化
③認知症ケア・ケアマネジメント力の向上
④徘徊ＳＯＳネットワークの構 築
ࠉᚔᚉᶍᨃカ ⦎ ࡢ ᐇ  ࠉ ⨾ ᒣ ⏫  㔝ᆅ༊㸦Ѝ࣮࣌ࢪཧ↷㸧
⑤認知症の人を介 護する家 族を支える
ࠉㆤ⪅ᐙ᪘ ࡢ   ົ ᒁ
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総合相談
（地域包括支援センター）
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福祉サービス利用援助事業
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地域活動支援センター
「そよかぜ」八木・日吉・美山
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【居宅介護等事業・障がい福祉事業の部】
【訪問介護・居宅介護事業】

【居宅介護支援事業】
ࠑ࠼ࡳᅬ㒊࣭ඵᮌ࣭᪥ྜྷ࣭⨾ᒣࠒ
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【通所介護事業】
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【やぎ詩の郷】
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【ワークセンターびび】
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8,111
寄付金収入

財務活動等による収入
2,315

前年度
繰越金
248,358

前年度繰越金
会計単位間
107
繰越金収入
12,688

9,556

経常経費補助金収入
68,832
助成金収入
事業外収入
332
144
受託金収入
52,546
雑収入
介護
事業収入
5
保険
2,583
収入
共同募金配分金収入
334,458
137

収入
944,550

会計単位間
繰越金収入 2,047

就労会計

経常経費補助金
5,751

事業
収入
27,299

共同募金配分金事業
137
地域活動支援
センター事業
次年度繰越金
16,969
249,083
サポーター養成
事業 930

善意銀行事業
153
障がい者自立支援事業

支出
944,550
介護保険事業
373,833
78,055

公益会計

次年度繰越金 104
法人運営・地域福祉・
ボランティア 135,370
センター等建物
心配ごと相談事業
管理事業
961
23,407
貸付事業 2,002
福祉サービス
利用援助事業
5,810
生きがい
活動支援通所
18,415

安心生活創造事業

1,668

就労支援事業収入

14,929

収入
112,493

利用料収入
30

受託金収入
96,259

補助事業費等収入

地域包括支援
センター 79,579

891

寄付金収入
234

収入
142,253

56,657

一般会計

出

前年度繰越金
受取利息
配当金収入 1
雑収入
698

受取利息配分金
収入 2,049
自立支援等収入
雑収入 1,033
事業外収入 317 補助事業等収入 37,928

㸦༢㸸༓㸧

公益会計

一般会計
会費収入

支

㸦ᑵປ⥅⥆ᨭ㹀ᆺ㸧
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ࡍࡿࡇ
㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ

平 成２4 年 度 決 算

入

経理区分間
繰越金収入
117,291
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【あじさい園】
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ࠑ࠼ࡳඵᮌࠒ
ᅾᏯ࡛Ᏻᚰࡋ࡚ධᾎࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࡿࡼ࠺ࠊ⏝⪅ࡢ≧ែࡢᢕᥱ
ດࡵࠊ㌟యࡢ㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺㓄៖ࡋࡓධᾎࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ᥦ౪ࡋࡲࡋࡓࠋ

【小規模多機能ホームだんない】

㸦ᆅᇦᐦ╔ᆺㄆ▱ᑐᛂᆺ㏻ᡤㆤタ㸧
ㄆ▱࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠸ࡘࡲ࡛ࡶఫࡳ័ࢀࡓ⏫࡛
Ᏻᚰࡋ࡚⏕ά࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊᆅᇦᐦ╔ࡋࡓ
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ┠ᣦࡋࠊ
⏝⪅ࠊ୍ேࡦࡾࡀ
ᣢࡘຊࡸྍ⬟ᛶࢆ⏕
ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ
࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

【つくし園】

収

【訪問入浴介護事業】

家族介護者交流事業
ファミリーサポート
センター事業
7,717
配食
サービス
事業
43,653

支出
142,253

894

自立支援費等収入
82,531
13,179

就労会計
次年度繰越金
272
ワーク
センター
びび

あじさい
園
51,636

支出
112,493
60,585

外出支援サービス
事業 46,494
軽度支援事業
1,569
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ࠉ⌮ڦ

ࠉ

ࠉẶࠉྡ
ࠉࠉࠉ㑅௵༊ศ
ዟࠉᮧࠉᏳࠉࠉࠉᆅᇦࡢ௦⾲
ྜྷࠉ⏣ࠉṇࠉ⨾ࠉࠉᆅᇦࡢ௦⾲
⏣ࠉ୰ࠉࠉࠉ༤ࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
ࠉཱྀࠉ᮶ࠉྜྷࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
ྜྷࠉ⏣ࠉࠉࠉ㐍ࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
ᑎࠉᑿࠉဴࠉ㞝ࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
㜝ࠉࠉࠉⰋࠉᏊࠉࠉ࣎ࣛࣥࢸࡢ௦⾲
ᮌࠉᮧࠉ᫂ࠉ⨾ࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟ ᅬ㒊⏫

ࠉẶࠉྡ
ࠉࠉࠉ㑅௵༊ศ
ୗࠉྖࠉᩥࠉ୍ࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟ ඵᮌ⏫
⯪ࠉ㉺ࠉ㔜ࠉ㞝ࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟ ᪥ྜྷ⏫
ᵽࠉཱྀࠉ୕༓⏨ࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟ ⨾ᒣ⏫
ዟࠉᮧࠉὈࠉஅࠉࠉ♫⚟♴タࡢᙺ⫋ဨ
▮ࠉ㔝ࠉᗣࠉᘯࠉࠉ㆟
ሷࠉ㈅ࠉ₩ࠉᏊࠉࠉ⾜ᨻ
బࠉ㔝ࠉࠉࠉΎࠉࠉἲேࡀ⤒Ⴀࡍࡿタࡢタ㛗➼

ࠉ┘ڦ
ࠉẶࠉྡ
ࠉࠉࠉ㑅௵༊ศ
ྜྷࠉ⏣ࠉྐࠉᶞࠉࠉ㈈ົㅖ⾲ࢆ┘ᰝࡋᚓࡿ⪅
ᑠࠉᰩࠉࠉࠉᏹࠉࠉ♫⚟♴ᴗᏛ㆑⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅

ホ

㆟

ဨ

ࠉẶࠉྡ
ࠉࠉࠉ㑅௵༊ศ
ᑠࠉᯘࠉຌࠉ୍ࠉࠉᆅᇦࡢ௦⾲
➟ࠉᾉࠉṇࠉဨࠉࠉᆅᇦࡢ௦⾲
㔠ࠉᮏࠉᾏࠉ⚽ࠉࠉᆅᇦࡢ௦⾲
Ṋࠉ⏣ࠉࠉࠉಟࠉࠉᆅᇦࡢ௦⾲
ᯇࠉ㷂ࠉ⏤ࠉ㤶ࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
ᑠ㊰ࠉ༤ࠉྖࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
ୖࠉཎࠉᩥࠉࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
ཎࠉ⏣ࠉᮒࠉ⨾ࠉࠉᏛ㆑⤒㦂⪅
ࠉᆤࠉὒࠉᏊࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟
୕ࠉれࠉᬕࠉᏊࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟
㏆ࠉ⸨ࠉṇࠉஓࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟
ᑠࠉᑎࠉಇࠉᙪࠉࠉẸ⏕ඣ❺ጤဨ༠㆟
ᯇࠉᮏࠉ㑳ࠉኵࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
⯪ࠉ㉺ࠉࠉࠉࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
ྜྷࠉ⏣ࠉ‶༓௦ࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
ᆤஅෆࠉዲࠉ㔝ࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
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ࠉẶࠉྡ
ࠉࠉࠉ㑅௵༊ศ
ᯇࠉᮏࠉ᫂ࠉ⨾ࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
ᘅࠉ℩ࠉࠉᏊࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
㇂ࠉཱྀࠉ᫂ࠉ⨾ࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
ᆏࠉࠉ㝯ࠉ㞝ࠉࠉ♫⚟♴ᅋయ
すࠉ⏣ࠉಟࠉ㌟ࠉࠉ࣎ࣛࣥࢸࡢ௦⾲
୰ࠉᕝࠉబ⏤⨾ࠉࠉ࣎ࣛࣥࢸࡢ௦⾲
ࠉᑼࠉࠉኵࠉࠉ࣎ࣛࣥࢸࡢ௦⾲
୰ࠉすࠉࠉࠉ▱ࠉࠉ࣎ࣛࣥࢸࡢ௦⾲
ᇉࠉᮧࠉࠉ⏨ࠉࠉ⪁ேࢡࣛࣈ
ὸࠉ⏣ࠉ♭ࠉᏊࠉࠉ⪁ேࢡࣛࣈ
ேࠉすࠉࠉࠉࠉࠉ⪁ேࢡࣛࣈ
ᩥࠉᏐࠉࠉࠉಖࠉࠉ⪁ேࢡࣛࣈ
すࠉᮧࠉⰋࠉᖹࠉࠉ♫⚟♴タࡢᙺ⫋ဨ
ࠉᖹࠉఀὠᏊࠉࠉᩍ⫱㛵ಀ⪅
ྜྷࠉ⏣ࠉᑑࠉྐࠉࠉ⾜ᨻ


ƋƳƨƷထƷƾǕƋƍۀՃ

ਛڱڮফ২

ऴोँः৩
࠙ᅬ㒊⏫ࠚ
㸦ጤဨẶྡ㸧ࠉࠉࠉᢸᙜ༊
ࠉᑼࠉ㞞ࠉ௦ࠉࠉᐑ⏫
୰ࠉᒣࠉ᱇ࠉᏊࠉࠉୖᮏ⏫
ᒣࠉᮧࠉᏹࠉᏊࠉࠉᮏ⏫
▼ࠉ⏣ࠉ⨾Ꮚࠉࠉⱝᯇ⏫
すࠉ⏣ࠉࠉᯞࠉࠉⱝᯇ⏫
⏿ࠉࠉࠉࡩࡳᏊࠉࠉ᪂⏫
బࠉࠉẚబᏊࠉࠉ᪂⏫
ᯇࠉᮏࠉࠉᏊࠉࠉ᪂⏫
᳃ࠉࠉࠉ㣴ࠉᏊࠉࠉᑠᒣᮾ⏫
ṇࠉᮌࠉ᱇ࠉᏊࠉࠉᑠᒣᮾ⏫
ᮌࠉୗࠉྩࠉᏊࠉᗓႠྥἙཎᅋᆅ
ࠉすࠉ⿱ࠉᏊࠉᗓႠྥἙཎᅋᆅ
ᑠࠉᓥࠉࠉኵࠉᗓႠྥἙཎᅋᆅ
ࠉὸࠉಖࠉ⏨ࠉᕷႠྥἙཎᅋᆅ
⚄ࠉ⏣ࠉࡲࡍࡳࠉᕷႠྥἙཎᅋᆅ
㔝ࠎཱྀࠉᚿࠉᮁࠉࠉᑠᒣす⏫
⊦ࠉ㜰ࠉ㧗ࠉྖࠉࠉᰤ⏫
ୖࠉ㔝ࠉࠉࠉຮࠉࠉᰤ⏫
ᒣࠉ᰿ࠉ༓ᜨᏊࠉࠉ⨾ᅬ⏫
ᑠࠉᯘࠉᦶ⪨Ꮚࠉࠉ⨾ᅬ⏫
ᱵࠉᮌࠉᑀࠉ㍜ࠉࠉ⨾ᅬ⏫
୰ࠉすࠉ⏕᰿Ꮚࠉࠉᑠᱜ⏫
᭹ࠉ㒊ࠉᘅࠉᏊࠉࠉᑠᱜ⏫
ᘅࠉ℩ࠉ㤶ࠉ௦ࠉࠉᑠᱜ⏫
ሷࠉ⏣ࠉ㐨ࠉ௦ࠉࠉᇛ༡⏫
すࠉ᳃ࠉከ႐Ꮚࠉࠉᇛ༡⏫
⩚ࠉᒣࠉᫀࠉᩥࠉࠉᶓ⏣
ྂࠉᕝࠉṇࠉࠉࠉᶓ⏣
௰ࠉࠉࠉ᫂ࠉ⨾ࠉࠉᶓ⏣
ᮌࠉᮧࠉ⠇ࠉᏊࠉࠉ㯮⏣
⸨ࠉ⏣ࠉᝋࠉᏊࠉࠉୖᮌᓮ⏫
ࠉ⏫ࠉᨻࠉᏊࠉࠉୖᮌᓮ⏫
ᑠࠉᯘࠉຌࠉ୍ࠉࠉἙཎ⏫
▮ࠉ㔝ࠉ⠜ࠉᏊࠉࠉᮌᓮ⏫
୰ࠉᕝࠉ㑳ࠉỤࠉࠉᮌᓮ⏫
๓ࠉ⏣ࠉᫀࠉᏊࠉࠉᮌᓮ⏫
➉ࠉ୰ࠉ⤱ࠉᏊࠉࠉෆᯘ⏫
㧗ࠉᒇࠉࠉࠉຮࠉࠉ⎩⏕㔝
ࠉୗࠉ⦾ࠉࠉࠉ⇃ᓮ
ᒣࠉୗࠉెࠉ⨾ࠉࠉ᪂ᇽ
ᒣࠉෆࠉ⨾ᜨᏊࠉࠉ༓ጔ
ᯇࠉࠉᘯࠉ୍ࠉࠉ᭮ᡃ㇂
ᒣࠉᓊࠉᜨࠉᏊࠉࠉ⯪ᒸ
ஂಖࠉ⨾ࠉಖࠉࠉ⯪ᒸ
∦ࠉᒣࠉ㍤ࠉ௦ࠉࠉ㧗ᒇ
∦ࠉᒣࠉாࠉᏊࠉࠉᡞ
ᯇࠉᮏࠉᩗࠉᏊࠉࠉ⇃ཎ
ୖࠉ⏣ࠉᩥࠉ௦ࠉࠉబษ
㔝ࠉᮧࠉࠉḟࠉࠉ㉺᪉
ྜྷࠉ⏣ࠉᖾࠉ௦ࠉࠉ➉
ᒣࠉᮧࠉ⿱ࠉ⨾ࠉࠉ➉

㇂ࠉࠉࠉ⩏ࠉࠉࠉோỤ
ࠉᑼࠉࡳࡸᏊࠉࠉ⯪㜰
ࠉᆤࠉⰋࠉᏊࠉࠉす
ᑠࠉᯘࠉࡼࡋᏊࠉࠉே
ᑠࠉᯘࠉࠉᏊࠉࠉ༙⏣
⚄ࠉ⏣ࠉᐩࠉኵࠉࠉཱྀே
すࠉ⏣ࠉᐩࠉᏊࠉࠉཱྀྖ
Ᏻࠉ⏣ࠉࠉᙪࠉࠉẊ㇂
㔝ࠎཱྀࠉᑑ⨾Ꮚࠉࠉᇰ⏕
⨾ࠉ㤿ࠉ⨾༓௦ࠉࠉᇰ⏕
ዟࠉᮧࠉ႐⨾Ụࠉࠉ༡ඵ⏣
ΎࠉỈࠉ㑳ࠉ௦ࠉࠉኳᘬ
ࠉ⏫ࠉࠉࠉຌࠉࠉἲி
ዟࠉᮧࠉࡣࡿࡳࠉࠉἙෆ
⁁ࠉཱྀࠉ◁༓Ꮚࠉࠉ༡㇂
ຍࠉ⯋ࠉᑦࠉᏊࠉࠉⱝ᳃

࠙ඵᮌ⏫ࠚ
㸦ጤဨẶྡ㸧ࠉࠉࠉᢸᙜ༊
ඵࠉᮌࠉ㶾ࠉ㐀ࠉࠉᮏ⏫୍┠
⏿ࠉࠉࠉၨࠉᏊࠉࠉᮏ⏫୍┠
㛵ࠉᒸࠉ࠸ࡎࡳࠉࠉᮏ⏫୍┠
⏣ࠉఅࠉஂࠉ⏨ࠉࠉᮏ⏫୍┠
⃝ࠉ⏣ࠉஂ⨾Ụࠉࠉᮏ⏫┠
ࠉὸࠉࡸࡼ࠸ࠉࠉᮏ⏫୕┠
ᕝࠉࠉ⣧ࠉᏊࠉࠉᮏ⏫୕┠
▼ࠉ⏣ࠉᜨ⨾Ꮚࠉࠉᮏ⏫ᅄ┠
ࠉὸࠉᩔࠉᏊࠉࠉᮏ⏫ᅄ┠
ᶫࠉᮏࠉឡࠉᏊࠉࠉᮏ⏫┠
ᑠࠉᮡࠉ㟼ࠉᏊࠉࠉᮏ⏫┠
ᯇࠉᓮࠉ㈗ୡࠉࠉᮏ⏫භ┠
ᆏࠉᮏࠉࡋࡢࡪࠉࠉᮏ⏫භ┠
ඵࠉᮌࠉ⏕ࠉᜨࠉࠉᰤ⏫୍┠
ᒣࠉᮏࠉᐇ༓௦ࠉࠉᰤ⏫୍┠
ᇽࠉᮏࠉࡳࡾࠉࠉᰤ⏫୕┠
ࠉᔱࠉࠉࠉΏࠉࠉᮏ㒓ᮾ
୰ࠉすࠉ㐨ࠉ㞝ࠉࠉᮏ㒓ᮾ
⚟ࠉᔱࠉ㈆ࠉኵࠉࠉᮏ㒓す
⚟ࠉᔱࠉඞࠉ⨾ࠉࠉᮏ㒓༡
⛅ࠉ⏣ࠉ⡿ࠉᏊࠉࠉᮏ㒓
⚟ࠉࠉ⣖ࠉ௦ࠉࠉᰤ⏫┠
㯞ࠉ⏣ࠉὒࠉᏊࠉࠉᰤ⏫┠
ᕝࠉࠉᡣࠉᏊࠉࠉᰤ⏫┠
ụࠉୖࠉ⪽ࠉᏊࠉࠉᰤ⏫┠
ࠉ⊁ࠉᩗࠉᏊࠉࠉᇉෆ
ඵࠉᮌࠉᮎࠉᏊࠉࠉᰘᒣ
᳃ࠉᕝࠉ୍ࠉ㞝ࠉࠉᒇ㈡ୖ
୰ᒣ⏣ࠉࠉ୍ࠉࠉᒇ㈡ୖ
ࠉෆࠉ᪩ࠉⱑࠉࠉᒇ㈡
␊ࠉᒣࠉஂࠉᯞࠉࠉᒇ㈡
ᅧࠉᗓࠉ୍ࠉᜨࠉࠉᒇ㈡
ᅧࠉᗓࠉጁࠉᏊࠉࠉᒇ㈡
ᖹࠉࠉᬛᫎᏊࠉࠉᒇ㈡

ᕝࠉࠉ↷ࠉ㞝ࠉࠉ㟷ᡞ
ᕝࠉࠉᩥࠉᏊࠉࠉ㟷ᡞ
すࠉ⏣ࠉ᭸ࠉᏊࠉࠉす⏣
ཎࠉࠉࠉ⨾ỤᏊࠉࠉす⏣
ᘅࠉ℩ࠉࡲࡁỤࠉࠉす⏣
᭮ࠉᡃࠉࠉ⨾ࠉࠉࣀᑼ
⏣ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࣀᑼ
㰺ࠉ⸨ࠉಖࠉ⏨ࠉࠉほ㡢ᑎ
ᕝࠉࠉᫀࠉᏹࠉࠉᒇ㈡
୕ࠉ㍯ࠉࢧࢳᏊࠉࠉᒇ㈡
ேࠉぢࠉ⪷ࠉ႐ࠉࠉịᡤ
ேࠉぢࠉᩔࠉᏊࠉࠉịᡤ
ὸࠉ⏣ࠉᖾࠉ⏨ࠉࠉ᪥⨨
ὸࠉ⏣ࠉὒࠉ୍ࠉࠉ᪥⨨
➉ࠉୖࠉ༓㭯Ꮚࠉࠉฮ㒊
㰻ࠉ⸨ࠉ᫂ࠉ⨾ࠉࠉฮ㒊
ᗈࠉ℩ࠉࠉࠉࠉࠉᗈ℩
Ꮿࠉ㛫ࠉᐇ㭯Ꮚࠉࠉᗈ℩
ᘅࠉ℩ࠉ༓ెᏊࠉࠉඵᮌᔱ
ᘅࠉ℩ࠉࠉࠉᜨࠉࠉඵᮌᔱ
ᘅࠉ℩ࠉࡳࡉࢆࠉࠉඵᮌᔱ
ᘅࠉ℩ࠉࡦࡳࠉࠉඵᮌᔱ
ᮌࠉᮧࠉⓏ⣖Ꮚࠉࠉ⸭
㛵ࠉࠉࠉࠉࡋࠉࠉ⸭
୰ࠉ⏣ࠉ⍆ࠉᜨࠉࠉᢡᡞ
ᕝࠉࠉ᫂ࠉ⨾ࠉࠉᢡᡞ
ᗈࠉ℩ࠉගࠉᏊࠉࠉ༡ᗈ℩
ᮡࠉ㔝ࠉࡣࡿዉࠉࠉ༡ᗈ℩
Ọࠉ⏣ࠉᬛࠉᏊࠉࠉ༡ᗈ℩
ࠉすࠉᜨࠉᏊࠉࠉ㫽⩚
ᒣࠉ⏣ࠉ┿ࠉᘪࠉࠉ㫽⩚
⩚ࠉ㔝ࠉ㡰ࠉᏊࠉࠉ⨾㔛
ᯇࠉᮏࠉಙࠉᏊࠉࠉ⨾㔛
ᮡࠉᮏࠉࠉᏊࠉࠉᐊἙཎ
᫂ࠉ▱ࠉ⏤⣖ỤࠉࠉᐊἙཎ
ᯇࠉᮏࠉᬛࠉ⨾ࠉࠉᮌཎ
ⲡࠉሙࠉ⏤⨾Ꮚࠉࠉᮌཎ
すࠉ⏣ࠉ⣖ࠉᬕࠉࠉụࣀෆ
すࠉ⏣ࠉ᫂ࠉᏊࠉࠉụࣀෆ
᪥ẚ㔝ࠉ⚽ࠉᏊࠉࠉ⋢ࣀ
᪩ࠉ㔝ࠉ⨾ዉᏊࠉࠉ⋢ࣀ
ࠉᑼࠉࠉࠉ⛱ࠉࠉ⯪ᯞ
すࠉᮧࠉࠉᏊࠉࠉ⯪ᯞ
ⱝࠉࠉ႐ḟ㑻ࠉࠉᒣᐊ
ᯇࠉᮏࠉṇࠉᏊࠉࠉᒣᐊ
➉ࠉ㔝ࠉΎࠉ㝯ࠉࠉᐊᶫ
ᯇࠉᮏࠉ⩏ࠉ⨾ࠉࠉᐊᶫ
ฟࠉ⏿ࠉᗣࠉಙࠉࠉㅖ⏿
᫂ࠉ⏣ࠉ㝯ࠉ⏕ࠉࠉㅖ⏿
ᯇࠉᮏࠉஂࠉᯞࠉࠉ㔝᮲
ࠉཱྀࠉ᮶ࠉྜྷࠉࠉ㔝᮲

すࠉἙࠉ⣖ࠉ๎ࠉࠉụୖ
ụࠉୖࠉ㈗ࠉஂࠉࠉụୖ
㇂ࠉཱྀࠉࡳᏊࠉࠉ⚄ྜྷୖ
▼ࠉᶫࠉ⨾႐Ꮚࠉࠉ⚄ྜྷୖ
✄ࠉෆࠉ᭸ࠉᏊࠉࠉ⚄ྜྷୗ
ࠉ㔝ࠉࡘᏊࠉࠉ⚄ྜྷ⏣

࠙᪥ྜྷ⏫ࠚ
㸦ጤဨẶྡ㸧ࠉࠉࠉᢸᙜ༊
ᒣࠉཱྀࠉ⣖ࠉᏊࠉࠉẊ⏣ୖ
ྜྷࠉ⏣ࠉ㝧ࠉᏊࠉࠉẊ⏣ୗ
ࠉὸࠉ༓ࠉ㭯ࠉࠉᮌఫ
ࠉὸࠉࡉࡺࡾࠉࠉᮌఫ
⯪ࠉ㉺ࠉᝋࠉᏊࠉࠉ⏕⏿
㏆ࠉ⸨ࠉὈࠉᘯࠉࠉ୰ୡᮌ
⏣ࠉ୰ࠉᩥࠉ௦ࠉࠉ୰ୡᮌ
ሷࠉ㈅ࠉᜨ⨾Ꮚࠉࠉୖಖ㔝⏣
ሷࠉ㈅ࠉᩗࠉᏊࠉࠉୗಖ㔝⏣
∦ࠉᒣࠉఙࠉᏊࠉࠉᚿ㈡
ࠉᑼࠉஂ⨾Ꮚࠉࠉᚿ㈡
ᒣࠉ⏣ࠉᾈࠉᏊࠉ∦㔝࣭⏣ཎ㥐๓
ᮌࠉᮧࠉᖾࠉᏊࠉ⏣࣭᪂ࢩ
ᰣࠉୗࠉࠉࠉᜨࠉࠉẊ
⸨ࠉࠉிࠉᏊࠉࠉẊ
ᖹࠉᒣࠉຍࠉ௦ࠉᅄࢶ㇂࣭ྜྷ㔝㎶
ࠉࠉឡࠉᏊࠉᅄࢶ㇂࣭୰⤌
᳃ࠉᮏࠉΎࠉḟࠉᅄࢶ㇂࣭ᾏ⪁㇂
☾ࠉ㒊ࠉࠉᏊࠉᅄࢶ㇂࣭ᮾ⤌
ୗࠉᮧࠉࠉ௦ࠉࠉୗబࠎỤ
୰ࠉୡࠉᖾࠉᏊࠉࠉ୰బࠎỤ
ஂࠉୡࠉΎࠉᏊࠉࠉ୰బࠎỤ
ᑠࠉᕝࠉ㍤῝ᫎࠉࠉୖబࠎỤ
Ᏹࠉ㔝ࠉెࠉ௦ࠉࠉᮾ⬌㯞
ሷࠉࠉಙࠉኵࠉࠉす⬌㯞
ࠉ㸦ゅᮏ࣭୰ᮧ࣭୰㔝㎶࣭ࣥࢢࣛࣥࢻࣄࣝࢬ㸧

Ỉࠉཱྀࠉ༓ḷᏊࠉࠉす⬌㯞
ࠉ㸦ゅᮏ࣭୰ᮧ࣭୰㔝㎶࣭ࣥࢢࣛࣥࢻࣄࣝࢬ㸧

Ύࠉཎࠉ㍤ࠉኵࠉࠉす⬌㯞
ࠉ㸦㥐๓࣭ᰤࣨୣ࣭⬌㯞Ⲯᅬ㸧
ᯇࠉ⏣ࠉ᭸ࠉᏊࠉࠉす⬌㯞
ࠉ㸦᪂⏫࣭ᚋ㔝࣭᪥ྜྷᖹ㸧
Ώࠉ㎶ࠉࡕ࠼ࡢࠉୖ⬌㯞㸦ᮌᡞ㸧
ሷࠉ㈅ࠉᐩ⨾Ꮚࠉୖ⬌㯞㸦ሷ㈅㸧
ฟࠉ㔝ࠉᝋࠉᏊࠉୖ⬌㯞㸦ᡞ㸧
ྜྷࠉぢࠉࡦࢁᏊࠉᗈ㔝
⟄ࠉࠉኟࠉ⏕ࠉᗈ㔝
ᒾࠉᇛࠉ㟼ࠉᏊࠉ⏿㒓
㇂ࠉᕝࠉΎࠉᏊࠉ⏿㒓
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࠙⨾ᒣ⏫ࠚ
㸦ጤဨẶྡ㸧ࠉࠉࠉᢸᙜ༊
እࠉ⏣ࠉࠉᏊࠉࠉ༡
୰ࠉ㔝ࠉ῟ࠉᏊࠉࠉ
ࠉⴛࠉᏳࠉ㞝ࠉࠉ୰
ࠉ㝮ࠉࢺࢩᏊࠉࠉ୰
ྡࠉྂࠉࢶᏊࠉࠉἙෆ㇂
ࠉୗࠉ⿱ࠉᐉࠉࠉୗ
∵ࠉᒾࠉᮍ᮶ࠉࠉ▱ぢ
ࠉ㔝ࠉ㚡ࠉ㞝ࠉࠉỤ
୰ࠉ⏣ࠉⰋࠉỤࠉࠉỤ
ᓮࠉ㔝ࠉ⨾⏤⣖ࠉࠉ⏣ḷ
ⓏࠉᑿࠉஂࠉႹࠉࠉⰱ⏕
ࠉᒣࠉ㈼ࠉ୍ࠉⓑ▼࣭బࠎ㔛
ຍࠉ⸨ࠉᗈࠉᕷࠉࠉཪᯘ
㏆ࠉ⃝ࠉឡࠉᏊࠉࠉୗᖹᒇ
⁁ࠉୖࠉ⨾▱Ꮚࠉࠉୖᖹᒇ

ࠉᮏࠉ❶ࠉᰤࠉࠉᏳ
ࠉ⃝ࠉஂࠉ௦ࠉࠉ㔝ῧ
ቑࠉ⏣ࠉஂࠉ⏨ࠉࠉ㛗ᑿ
ᓊࠉᮏࠉኖࠉᯞࠉࠉ῝ぢ
୰ࠉすࠉ᫂ࠉᗈࠉࠉⲨ
ᰰࠉୗࠉࠉࠉಟࠉࠉෆ
すࠉࠉࠉࠉᯞࠉࠉෆஂಖ
ᯘࠉࠉࠉஂࠉ⏕ࠉࠉཎ
ୖࠉᮧࠉ▱ࠉኵࠉࠉᯈᶫ
㯮ࠉ⏣ࠉ᭸ࠉᏊࠉࠉᐑ⬥
༡ࠉࠉࠉࠉࠉΎࠉࠉୗྜྷ⏣
ᮧࠉ⏣ࠉᩥࠉ㞝ࠉࠉᓥ
Ṋࠉ⏣ࠉⱥࠉ⏨ࠉࠉ㛗㇂
すࠉ㔝ࠉிࠉᏊࠉࠉୖྖ
ྜྷࠉ⏣ࠉఙࠉ୍ࠉࠉἨ
⸨ࠉᮏࠉ⏤⨾ᏊࠉࠉἨ
ୖࠉ⏣ࠉ♸ࠉᏊࠉࠉ㟼ཎ
ᒣࠉ㷂ࠉ⨾ࠉ⩏ࠉࠉᐑ

᳃ࠉࠉࠉ⨾⣖ኵࠉࠉᰣཎ
ୖࠉ⏣ࠉ㯇ࠉᏊࠉࠉ◁ᮌ
༡ࠉᲄࠉ᫂ࠉ⨾ࠉࠉᲴ
ᑠࠉᯘࠉගࠉᏊࠉࠉᕝྜ
⬟ࠉ℩ࠉࠉࠉ㇏ࠉࠉẊ
➉ࠉෆࠉࠉࠉ㐍ࠉࠉ⯚ὠ
ㄴࠉᮏࠉࠉࠉಖࠉࠉᯇᑿ
๓ࠉ⏣ࠉࠉ⏨ࠉࠉ⚄㇂
ᑠࠉ⃝ࠉᆂࠉ♸ࠉࠉྡᓥ
ᮌࠉᮧࠉගࠉ୍ࠉࠉὝ
௰ࠉ⏣ࠉṇࠉࠉࠉ⏣ᅵ
Ᏻࠉᕝࠉ㞞ࠉᏊࠉࠉୖྜྷ⏣
ᕝࠉࠉᗣࠉྐࠉࠉᯘ
ᯇࠉཎࠉᑑࠉᏊࠉࠉᗉ⏣
ᫍࠉ㔝ࠉ႐௦⨾ࠉࠉ⬥
⏣ࠉ୰ࠉᖿࠉ⏕ࠉࠉ⇃ቨ
ᕥࠉ㏆ࠉᖾࠉᗈࠉࠉᒣ᳃
ᑠࠉ୰ࠉ௧ࠉᏊࠉࠉⴛ㔝

ᒣࠉ୰ࠉᖿࠉᏊࠉࠉ㔝
ᩥࠉᏐࠉಖࠉᏊࠉࠉ㔝
㧗ࠉ⏿ࠉ፬⨾Ꮚࠉࠉᕝ㇂
➉ࠉෆࠉࠉࠉᬗࠉࠉᒾỤᡞ
㔗ࠉᑿࠉᾈࠉྐࠉࠉ⫰㇂
㊊ࠉࠉᰤࠉࠉࠉᑠῲ
ᱵࠉὠࠉࠉࠉᜏࠉࠉྥᒣ
すࠉ⏣ࠉᜤࠉᏊࠉࠉᶔཎ
Ụࠉ⸨ࠉᨻࠉ⾜ࠉࠉ㡢ᾏ

ؙعऴोँः৩भણງஂعؙ
見守りや相談相手に！
（ご近所の支援が必要な方に対して）

地域のふれあいサロンの協力・支援

࠙᪥ྜྷ⏫⬌㯞ᆅ༊ࡢゼၥάືࠚ

࠙ᕝ㎶ᆅ༊Ꮚ⫱࡚ࢧࣟࣥࠚ

ࠕ࠶ࢇࡋࢇ࣭࠶ࢇࡐࢇሗࠖࢆᣢࡗ࡚ࠊぢᏲࡾ
ࠉゼၥάືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉࡩࢀ࠶࠸࣭࠸ࡁ࠸ࡁࢧࣟࣥάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦ
ࠉࡢேࠎ▱ࡾྜ࠸ࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆᗈࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

地域のふくし課題の掘り起こし・連絡

ふくしのまちづくりへの参加
（写真：大内区福祉懇談会）
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࠙ࡩࢀ࠶࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㆟ࠚ

࠙ᖹᒇᆅ༊ᆅᇦ⚟♴᥎㐍༠㆟ࠚ

ࠉඵᮌ⏫࡛ࡣࠊࡩࢀ࠶࠸ጤဨẸ⏕ඣ❺ጤဨࡢ
ࠉ㐃ᦠࢆࡗ࡚ぢᏲࡾάືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺ㛫
ࠉ㸳ᅇ㆟ࢆࡶࡕࠊሗඹ᭷ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉ⨾ᒣ⏫ᖹᒇᆅ༊࡛ࡣࠊఫẸయࡢ⚟♴άື⤌
ࠉ⧊ࢆタ❧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᆅᇦࡢ⚟♴ㄢ㢟ࡘ࠸
࡚ࠊఫẸయ࡛άືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ۀ

Ճ
◎委員長

ڦ੫৵৩ভ

○副委員長

㧗㱋⪅⚟♴ࠊ㞀ᐖ⪅⚟♴ࠊඣ❺࣭㟷ᑡᖺ⚟♴ࠊᏊ⫱࡚ᨭࠊࡑࡢࠊ♫⚟♴ࢆ
┠ⓗࡋࡓ⏬ࡸᆅᇦ⚟♴άືィ⏬ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᅬ㒊ᨭᡤࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉඵᮌᨭᡤࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ᪥ྜྷᨭᡤࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⨾ᒣᨭᡤ

ࠉࠉ۔ᮧࠉ⏣ࠉ᠇ࠉ୍ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ۔ᕝࠉࠉከᚿࠉࠉࠉࠉࠉࠉ۔ฟࠉ㔝ࠉẚࠉၨࠉࠉࠉࠉࠉࠉ۔ᑠࠉ⏿ࠉࠉࠉᘯ
ࠉࠉۑ୰ࠉᔱࠉ⨾ࠉዲࠉࠉࠉࠉࠉࠉۑᒣࠉෆࠉࠉࠉṇࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉۑὸࠉ༓ࠉ㭯ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㇂ࠉᖾࠉᏊ
ࠉࠉࠉࠉ⏫ࠉࠉࠉຌࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ➉ࠉ㔝ࠉΎࠉ㝯ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㔠ࠉᮏࠉᾏࠉ⚽ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⡿ࠉᒣࠉᨻࠉ㑻
ࠉࠉࠉすࠉ⏣ࠉಟࠉ㌟ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ୰ࠉᕝࠉబ⏤⨾ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᑼࠉᐩࠉᏊࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ᱇ࠉࠉࠉ㝯ࠉ㞝
ࠉࠉࠉᮧࠉୖࠉࠉࠉ᪼ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉຍࠉⱱࠉඵὪ㞝ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㏆ࠉ⸨ࠉṇࠉஓࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᑠࠉᑎࠉಇࠉᙪ
ࠉࠉࠉすࠉ⏣ࠉ࢝ࢶ࢚ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉෆࠉᗣࠉᏊࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉΏࠉ㎶ࠉࡕ࠼ࡢࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᑠࠉ୰ࠉ௧ࠉᏊ
ࠉࠉࠉྜྷࠉ⏣ࠉ‶༓௦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᘅࠉ℩ࠉࠉᏊࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⯪ࠉ㉺ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉㄴࠉᮏࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉᴮࠉᮏࠉࠉࠉᑦࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᒣࠉཱྀࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉすࠉ⏣ࠉࠉࠉᆒࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉሷࠉ㈅ࠉ⩏ࠉஂ

ڦ੫৩ভ

ྛᨭᡤ⏬ᑠጤဨࡢጤဨ㛗࣭ጤဨ㛗࡛ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉ۔ᑠࠉ⏿ࠉࠉࠉᘯࠉࠉࠉࠉࠉۑᮧࠉ⏣ࠉ᠇ࠉ୍ࠉࠉࠉࠉࠉۑᕝࠉࠉከᚿࠉࠉࠉࠉࠉۑฟࠉ㔝ࠉẚࠉၨ

ઁڦਾ৩ভ

ڦেણૣකৱস৹ਪ৩ভ

ڦছথॸॕ॔ংথॡઈ৩ভ

ᮏ䛜Ⓨ⾜䛩䜛ᗈሗㄅ䜔ᴗ䛾
ၨⓎάື䛻䛴䛔䛶༠㆟䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ி㒔ᗓ♫⚟♴༠㆟ࡀ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿ⏕ά⚟♴㈨㔠㛵ࡍࡿྛ✀ᡭ⥆
ࡁࡢࠊ༡ᕷࡽࡢཷクᴗ࡛
࠶ࡿࡃࡽࡋࡢ㈨㔠㛵ࡍࡿỴᐃࡢ
ྍྰ࡞ࡢᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚༠㆟ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䛾⯆䚸ᇶ㔠䛾㐠⏝
䛚䜘䜃㐠⏝┈䚸άື䛾ᗈሗ䞉ၨⓎ䛻
䛴䛔䛶༠㆟䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ࠉࠉ۔すࠉ⏣ࠉ࢝ࢶ࢚ࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉۑ୰ࠉᕝࠉ⣧ࠉᏊࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉۑࠉᑼࠉࠉኵࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉ➉ࠉࠉۑ୰ࠉ⧊ࠉᜨࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉすࠉ⏣ࠉ⠇ࠉᏊࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉᅜࠉᗓࠉጁࠉᏊࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉᒣࠉෆࠉᐩ⨾Ꮚࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉ㇂ࠉࠉࠉ⩏ࠉࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉࠉෆࠉΎࠉ⨾ࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉᮌࠉᮧࠉᖾࠉᏊࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉࠉ⃝ࠉஂࠉ௦ࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉຍࠉᆅࠉࠉࠉဴࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉࠉᒣࠉ㔛ᜨࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉᰘࠉ⏣ࠉ⿱ࠉᏊࠉࠉඵᮌ⏫

ࠉࠉ۔᪥ୗ㒊ࠉ⣧ࠉᏊࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉۑ༡ࠉࠉࠉࠉࠉΎࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉඵࠉᮌࠉ⠇ࠉᏊࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉ୰ࠉᕝࠉబ⏤⨾ࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉᮌࣀᮏࠉ㡲⨾ᯞࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉᱵࠉᮌࠉᑀࠉ㍜ࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉᑠࠉᵳࠉᛅࠉ⾜ࠉࠉඵᮌ⏫

ڦౙੲੰৠਸ਼ਕ৩ভ
ᮏࡢⱞ㛵ࡍࡿ᪥ᖖⓗ࡞
≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ڦযੲਾ৳૧৩ভ
ᮏࡀᐃࡵࡿࠕಶேሗಖㆤつᐃࠖ
ᇶ࡙࠸ࡓࠊಶேሗಖㆤ
ࡿⱞゎỴ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ୰ࠉᮧࠉྜྷࠉ㑻ࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉᖹࠉ⏣ࠉ⿱ࠉᏊࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉᆤஅෆࠉዲࠉ㔝ࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉ୰ࠉᮧࠉ⃝ࠉ୕ࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉ∦ࠉ㔝ࠉᖾࠉᯞࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉᒣࠉཱྀࠉఙࠉᏊࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉྜྷࠉ⏣ࠉ⨾ὠᏊࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉṊࠉ୰ࠉᐩஂᰤࠉࠉ⨾ᒣ⏫

ࠉࠉࠉ⏣ࠉ୰ࠉࠉࠉ༤ࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉ๓ࠉ⏣ࠉ⩏ࠉ᫂ࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉ୕ࠉれࠉᬕࠉᏊࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉ⸨ࠉࠉ༤ࠉᖾࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉୖࠉ㔝ࠉΎࠉ⨾ࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉᴮࠉᮏࠉࠉࠉᑦࠉࠉ᪥ྜྷ⏫

ڦఒਔষઈ৩ভ
ၿព㖟⾜ࡢ✚❧࠾ࡼࡧྲྀᔂ㛵ࡍ
ࡿࡇࡢࠊ㐠⏝࠾ࡼࡧ㐠⏝┈
ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉࠉࠉ᳃ࠉࠉࠉⅭࠉḟࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉ㇂ࠉࠉࠉࠉࠉᖾࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉ㏆ࠉ⸨ࠉḟࠉ⏨ࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉࠉෆࠉ႐ஂ㞝ࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ୍ࠉࠉᅬ㒊⏫
ࠉࠉࠉ‖ࠉࠉࠉṇࠉࠉࠉඵᮌ⏫
ࠉࠉࠉሷࠉ㈅ࠉࡋࡆᏊࠉࠉ᪥ྜྷ⏫
ࠉࠉࠉᒣࠉ㷂ࠉ㇏ࠉᏊࠉࠉ⨾ᒣ⏫
ࠉࠉࠉᴮࠉᮏࠉࠉࠉᑦࠉࠉ᪥ྜྷ⏫

ホーム ヘルパー募 集
くわしくは各訪問介護事業所へ
お問合せ下さい。

ほほえみ八 木 
ほほえみ日 吉 
ほほえみ美 山 
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シリーズ

ਸ਼ڮউছথ॑
ੁखऽघآ

「地域の未来を
デザインする。
」
ĶɄɭȹɭɏɦȜȞʯˁˋķ
ɁĂණۊɬইɅȞȧȞȧɂĊ
Ċ

「地域の支え合い・助け合いの仕組みづくりを応援します！」
〜平成２５年度地域福祉推進モデル事業のご案内〜
ࠉఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ㄡࡶࡀᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊఫẸయࡢᆅᇦ
⚟♴άື✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊᆅᇦయ࡛ᨭ࠼ྜ࠸࣭ຓࡅྜ࠺⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆ
┠ᣦࡍᆅᇦࢆເ㞟ࡋࡲࡍࠋ
ࠉ༡ᕷ♫⚟♴༠㆟ࡀᆅᇦࡢάື༠ാ࣭ᨭࡋࡲࡍࠋ
ࠉྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦ⚟♴ࢆ⥅⥆ⓗ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢࠊఫẸయࡢ⤌⧊࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ᪤⤌⧊ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣࠊࡑࡢάືࡢᐇ࣭Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ
㸦άື㸧
࣭ᆅᇦ࠾ ࡅ ࡿ ぢ Ᏺ ࡾ ά ື ࡢ ᐇ
࣭✵ࡁタ ➼ ࢆ ά ⏝ ࡋ ࡓ ࠊ ᆅ ᇦ⚟♴ࡢάືᣐⅬ࡙ࡃࡾ
࣭ఫẸ࠺ ࡋ ࡢ ຓ ࡅ ྜ ࠸ ࡸ ⏕ άᨭࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ
࣭ㄆ▱ࡸ 㞀 ࡀ ࠸ ࡢ ࠶ ࡿ ᪉ ࡀ Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࠉ
࣭⅏ᐖせ  ㆤ ⪅ ࡢ 㑊 㞴 ᨭ  యไ࡙ࡃࡾࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࡞

これらの活動例に
限らず、皆さんの
地域で必要な取り
組みややってみた
い取り組みを是非
ご提案下さい！

ᑐࠉࠉ㇟㸸ࠉᆅᇦ⚟♴ࡢ᥎㐍ࢆ┠ᣦࡍ༡ᕷෆࡢᆅ༊㸦ᑠᏛᰯ༊➼㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᕷෆ㸰㹼㸲ᡤ⛬ᗘ
＜取り組みの流れ
（イメージ）
＞
＜ステップ１＞

＜ステップ２＞

＜ステップ３＞

＜ステップ４＞

♫༠๓༠㆟
㸦┦ㄯ㸧

ᆅᇦ࡛ࡢヰࡋྜ࠸

άື⏬࣭ᐇ

ࡩࡾ࠼ࡾ༠㆟

ऽङमउਞೄपओৼ॑آ

お問合せ・相談は 南丹市社会福祉協議会 本所・各支所まで
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つながろう南丹徘徊SOSネットワーク

ࡇࢇࡕࡣ㸟࠶ࢇࡋࢇ࡞ࢇࡓࢇ
༡ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡍ㸟

㹼ㄆ▱ᚔᚉᶍᨃカ⦎ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࡲࡋࡓ㹼
ࠉࠉࠉࠉ㸦⨾ᒣ⏫㔝ᆅ༊ࠊᖹᡂᖺ᭶᪥㸧
もしも認知症の方が行方不明になられた時、私たちは地域で何が出来るでしょうか？ つながろう南丹
徘徊ＳＯＳネットワーク は、
認知症の方が行方不明になったとき、
早期発見・保護ができるように、
幅広い
関係者で連携・協力体制を作る取り組みです。
今回は、
連携の仕組みについて実際に検証を行うため、美山町大野地区で徘徊模擬訓練を行いました。
ㄆ▱ࡢ㔝ⰼᏊࡉࢇ㸦௬⛠㸧ࡀ
⾜᪉᫂࡞ࡗࡓ࠸࠺ᐃ࡛ࠊ
カ⦎ࢫࢱ࣮ࢺ࣭࣭࣭

ᆅඖࡢၟᗑࠊ㒑౽ᒁ࡛ࠊㄆ▱
ࡢ᪉ࡀ㈙࠸≀᮶ࡽࢀࡓࡢ
ኌࡅࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ㄆ▱ࡢ᪉ࡢᑐᛂࡣࠕ㦫
ࡏ࡞࠸ࠖ
ࠕᛴࡀࡏ࡞࠸ࠖ
ࠕ⮬ᑛᚰ
ࢆയࡘࡅ࡞࠸ࠖࡇࡀษ࡛
ࡍࠋ┠⥺ྜࢃࡏ࡚ࡸࡉࡋࡃ
ኌࡅࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ࡑࡢ㡭࣭࣭࣭
⾜᪉᫂ࡢ㏻ሗࢆཷࡅࠊྛ㛵
ಀᶵ㛵ࡸၟᗑ㐃⤡ࠊ&$79࡛
ሗᥦ౪ࢆࡧࡅࡿ࠸࠺
ᐃ࡛ࠊሗఏ㐩カ⦎ࢆ୪⾜
ࡋ࡚⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
カ⦎࡛ࡣࠊ&$79ࢆぢ࡚࠸ࡓ
ᆅᇦఫẸࡢ᪉ࡀⓎぢࡋࠊ↓
ಖㆤࡘ࡞ࡀࡾࡲࡋࡓࠋ
㸺カ⦎ཧຍࡉࢀࡓ᪉ࡢឤ㸼
カ⦎ࡔࡽ࡛ࡁ
ࡓࡅࠊᐇ㝿ࡣ
ࣃࢽࢵࢡ࡞ࡾ
ࠉࠉࠉࡑ࠺

㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
ࡀ
ࡀᚲせࠋࢿࢵࢺ
࣡
࣮࣡ࢡࡢษࡉ
ࡀ
ࡀࢃࡗࡓࠋ

ࠉẼ࡞ࡿேࡀ
࠸ࡓࡽࠊᬑẁࡽ
ࠉẼࡅ࡚࠾
࠾
ࠉࠉࡁࡓ࠸

ࠉㄆ▱ࡢ
ຮᙉࢆࡋ࡚
ࠉ࠸ࡁࡓ࠸

ࡢ†ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㔝ᆅ༊ࡢⓙᵝࠊ㆙ᐹ࣭ᾘ㜵࣭⾜ᨻ➼㛵ಀᶵ㛵ࡢⓙᵝࠊࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ⓙࡉࢇࡢᆅᇦ࡛ࡶᚔᚉᶍᨃカ⦎ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡲࡏࢇ"ࠉୗグࡲ࡛࠾Ẽ㍍ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠶ࢇࡋࢇ࡞ࢇࡓࢇ㸦༡ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮㸧 anshin-nantan@kyoto.zaq.jp
ඵᮌ࣭ᅬ㒊ࠉ7(/㸸ࠉࠉ᪥ྜྷࠉ7(/㸸ࠉࠉ⨾ᒣࠉ7(/㸸
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＜行 事 案 内＞
平 成２５年度 災害ボランティアセンター
運営支援ボランティア養 成 講 座 受 講 者 募 集
ųҤɻࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ưƸŴܹƴᚨƢǔܹȜȩȳȆǣǢǻȳǿȸƷᢃփǛǹǿȃȕƱƠƯ
ૅੲƍƨƩƘȜȩȳȆǣǢᲢᢃփૅੲȜȩȳȆǣǢᲣǛѪᨼƠƯƍǇƢŵ
ųᢃփૅੲȜȩȳȆǣǢƸŴܹȜȩȳȆǣǢǻȳǿȸƴ᧙ƢǔؕᄽႎƳჷᜤሁǛ៲ƴƭƚƯƍƨƩ
ƍƨɥưѣƍƨƩƚǔǑƏŴᅈңƕɼ͵ƢǔᜒࡈǛӖᜒƍƨƩƍƨ૾ƴƝႇƍƨƩƘƜƱƴ
ƳƬƯƍǇƢŵųʻ࠰ࡇƸŴɦᚡƷᡫǓᜒࡈǛ͵ƠǇƢŵ
ᲫᲨ˟ئȷଐ

ųųƂ҅ᢿ˟ئƃų፦̬ͤޛᅦᅍǻȳǿȸ
ųųų࠰ᲲஉᲭଐᲢםᲣ ᳸
ųųƂҤᢿ˟ئƃųטᢿπൟ
ųųų࠰ᲱஉଐᲢםᲣ ᳸
ųųèƍƣǕƷ˟ئǋŴᜒࡈƷϋܾƸӷơưƢŵ
ųųų
ᲬᲨݣųᝋųųബˌɥƷ૾ƳǒƲƳƨưǋӖᜒưƖǇƢŵ
㸺ᖺᗘࡢㅮᗙࡢࡼ࠺ࡍ㸼
ųųèƨƩƠŴബசƷ૾ƸŴ̬ᜱᎍƷӷॖƕ࣏ᙲưƢŵ

ᲭᲨܭųՃųųӲ˟ئӸᲢᚘӸᲣ
ųųèӖᜒࢸƴȜȩȳȆǣǢႇƍƨƩƚǔ૾ǛΟέƠǇƢŵ

ᲮᲨӖᜒ૰ųų૰ųᲢӖᜒƴƸŴʙЭƴƓဎᡂǈƕ࣏ᙲưƢŵᲣ

ᲯᲨဎᡂǈଐųų࠰ᲱஉᲫᲳଐᲢᲣዸǊЏǓ
ųųèƨƩƠŴӲ˟ئƱǋܭՃƴᢋƠƠƩƍዸǊЏǒƤƯƍƨƩƖǇƢŵ
ųųèƓᩓᛅưƷƓဎᡂǈǋӖƚ˄ƚǇƢŵ
ųųèƓဎᡂǈƸŴࠎஓ˟ئȷ൞Ӹȷဃ࠰உଐȷ˰ȷᩓᛅဪӭǛƓဎƠЈƘƩƞƍŵ
ࠉᖺᗘࡣ
ųųèബசƷ૾ƸŴКᡦžӷॖſᲢ̬ᜱᎍƷፙӸȷҮᲣǛ੩ЈƍƨƩƖǇƢŵ
ྡࡢ᪉
ųųèӖᜒဎᡂǈȷƓբƍӳǘƤƸŴҤɻࠊᅈңᲢஜȷӲૅᲣǇưŵ
ཷㅮࡋ࡚࠸
ᲰᲨᜒࡈƷϋܾ
ųĬžܹȜȩȳȆǣǢѣǛྸᚐƢǔſᲢᜒ፯ᲣЎ
ųųèܹȜȩȳȆǣǢѣƴƭƍƯྸᚐǛขǊǇƢŵ

ࡓࡔࡁࡲ
ࠉࡋࡓࠋ

㣴ᡂㅮᗙཷㅮ⪅

ųĭžܹȜȩȳȆǣǢǻȳǿȸǛᢃփƢǔſᲢᜒ፯ȷ፼ᲣЎ
ᑐ㇟ࡢࢫࢸࢵࣉ
ųųèܹȜȩȳȆǣǢǻȳǿȸƷᢃփƴƭƍƯŴ፼ǛʩƑŴྸᚐǛขǊǇƢŵ
ࢵࣉㅮᗙࡶண
ᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᲱᲨӖᜒൿܭƴƭƍƯ
ųųèƓဎᡂǈƴؕƮƖӖᜒƍƨƩƚǔ૾ƴƸŴКᡦŴӖᜒൿܭᡫჷǛᡛ˄ƍƨƠǇƢŵ

ޮʴˁˋʞɻɺʓˋʗĜɂɉĆĆĆ
ࠉ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࠊ⅏ᐖᩆຓࡸᪧᴗࢆ⾜ᨻࡀᢸ࠺࡞࡛ࠊ⅏ᐖᪧ࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥ
ࢸࡢάືࡣࡁ࡞ຊ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྍḞ࡞Ꮡᅾ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆࡩࡲ࠼ࠊ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ⅏ᐖேࠎࡢࠕ⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࠎ
ࢆᨭࡋࡓ࠸ࠖ࠸࠺ᛮ࠸ࢆࡾࡲࡵࠊ⿕⅏⪅ᨭࡢࡓࡵࡢ࣎ࣛࣥࢸάືࡋ࡚ࠊຠ⋡
ⓗ࣭ຠᯝⓗᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ⓗタ⨨ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࠉ༡ᕷ࠾࠸࡚ࡣࠊᕷ⾜ᨻࡢ༠ᐃᇶ࡙ࡁࠊ༡ᕷ♫⚟♴༠㆟ࡀࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨࣭㐠
Ⴀయ࡞ࡗ࡚ࠊ⅏ᐖⓎ⏕⿕⅏ᆅෆእ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸάືࡢᐇ࣭ᨭ➼࠶ࡓࡿࠊ
᪥ᖖⓗࡣᕷẸࡢⓙᵝࢆࡣࡌࡵࠊ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయࡢ㐃ᦠ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾດࡵேᮦ㣴
ᡂ࣭㜵⅏カ⦎ࡢཧຍ࡞ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
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善 意のご寄付をありがとうございました。
（平成25年３月１日から５月31日受付分）
寺 田 豊 一 様
〃
大 萱
聡 様
瀬 口
裕 様
木 戸
義 様
船枝 愛 友 会 様
新 庄 小 学 校 様
橋 本 芳 子 様
井 本 惠 庸 様
岩 崎 法 夫 様
オープン工業株式会社
代表取締役
小笠原 康夫
様

100,000円…亡妻の供養に
50,000円…亡義兄の供養に
200,000円…亡父の供養に
5,000円…ワークセンターびび
の運営のために
10,000円͐車椅子借用のお礼に
9,000円͐費用弁償を福祉の
ために
5,860円͐福祉のために
50,000円͐亡夫の供養に
100,000円͐亡母の供養に
50,000円͐亡母の供養に
200,000円͐ワークセンターびび
のために

「傾 聴セミナー」受 講 者 募 集
相手の気持ちに寄り添ってお話を聴く
「傾聴」について、
一緒に学んでみませんか？

第１回 「傾聴とは？」
北部会場 7月6日（土）13時30分〜15時30分
南部会場 8月（予定）
第２回 「傾聴練習」
北部会場：10月（予定）
南部会場：11月（予定）

カラオケルームちあき 様
6,285円
…「カラオケルームちあきお客様に感謝の会」
の募
金を福祉のために
かえるのお 宿 様
10,000円
…フリーマーケット売上げの一部を福祉のために
梅 津 博 英 様
200,000円…亡父の供養に
熊 谷 知恵子 様
100,000円…亡母の供養に
野 谷 明 弘 様
50,000円…亡父の供養に
渡 辺 孝 義 様
100,000円…亡母の供養に

寄付
預託

匿名 ２３件 672,480円
匿名
３件
パット・履くパンツ、
ポータブルトイレ 他

「音訳ボランティア養成講座」受講者募集
広報誌などを朗読してＣＤ等に吹き込み、視覚障がい者に
情報提供を行う音訳について、一緒に学んでみませんか？

第１回 7月23日
（火）
「聞きやすい声の言葉って？」
南部 10時〜12時 園部公民館
北部 13時半〜15時半 南丹市社協本所
「音訳練習〜テキストを読んでみよう」
第２回 7月30日
（火）
南部 10時〜12時 園部公民館
北部 13時半〜15時半 南丹市社協本所

第３回 「傾聴ボランティアを始めよう！」
北部会場：１月（予定）
南部会場：２月（予定）
所：北部会場 美山保健福祉センター
南部会場 園部公民館
受講料：無 料
定 員：30名
申込方法：南丹市社協まで氏名、住所、連絡先、
参加希望会場をお知らせください。
主 催：傾聴ボランティアほっとハート、
美山傾聴ボランティアグループ準備会
協 力：南丹市社会福祉協議会
※このセミナーは、赤い羽根共同募金
「じぶんの町をよくする活動助成」を
受けて開催します。

第３回 8月 5日
（月）
「音訳練習〜デイジー録音の方法」
南部 10時〜12時 南丹市役所３号庁舎２階
北部 13時半〜15時半 南丹市社協本所

場

受講料：無 料
定 員：20名
申込方法：南丹市社協まで氏名、住所、連絡先、
参加希望会場をお知らせください。
主 催：４町音訳ボランティア
（かわせみ、やまびこの会、日吉、美山こだまグループ）
協 力：南丹市社会福祉協議会
※この講座は、赤い羽根共同募金
「じぶんの町をよくする活動助成」を
受けて開催します。

日本赤十字社員増強運動（５月）に
（平成25年5月末現在）
ご協力ありがとうございました。

７,４２８件

３,７２５,７００ 円

皆様の善意に厚くお礼申し上げます。なお、ご協力いただいた社資は、全額日本赤十字社へ送らせていただきます。
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社会福祉協議会とは・・・
社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき、
「地域福祉の推進を図ること」を目的とし
て、全国市町村に設置されている民間団体です。
「地域福祉の推進を図ること」
とは、住民の「住み慣れた町で、
しあわせな生活をおくりたい」
という願いを実現するために、一人では解決できない地域の課題への解決を図ることです。
例えば、
「最近、近所のひとり暮らし方の顔を見ないので心配だ」
「介護の不安を聞いてほし
い、相談したい」
といった思いについて、住民がみんなで解決に向けて考え、
自分にできる活動
をしていくことが地域福祉の推進といえます。
そういった課題に対して、社協は事業や支援を行って、住民を支えることになります。専門
性高い問題に対しては、専門機関と連携を取り、解決に向けて協働していきます。
また、その財源は、国・府・市からの補助金や委託金のほか、共同募金の配分金、そして住
民皆さまから寄せられる寄付金や会費（下記）によって賄われています。社協は住民の皆さま
によって支えられている組織です。
このように社協は、住民との協働をはじめ、専門機関や行政などとの協働を通じてつながり
を広げ、福祉をめぐる課題を解決し、誰もが住みよいまちづくりを皆さまとともに目指します。

社協会費納入ご協力のお願い
Ҥɻࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ưƸŴƩǕǋƕ˰ǈॹǕƨ؏עư࣎ܤƠƯǒƤǔǑƏƴŴɟʴƻƱǓƷ
࠳ƤƕƦƷܼଈŴƦƠƯ؏עǁƱ࠼ƕƬƯƍƘǑƏƳѣƴŴࠊൟƷႏƞǇƱɟደƴƳƬƯμщ
ưӕǓኵǜưƓǓǇƢŵ
ųႏƞǇƔǒƷ˟ᝲƸŴ؏עƴ݅ბƠƨஜ˟ѣƷᅦᅍʙಅƴƸƳƘƯƸƳǒƳƍᝠเưƢŵ
ҤɻࠊƷᅦᅍѣƷΪܱƱႆޒƷƨǊƴŴႏƞǇƔǒƷภƔƍƝૅੲǛ
ǑǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

南丹市社協の会員制度
（年会費１口1,000円として、以下のように区分しています。）

普 通 会 員：１口
／
特 別 会 員：２口以上
賛 助 会 員：５口以上で、会社、事業所、施設、団体など
ふ る さ と 会 員：３口以上で、南丹市以外に在住の方
èӲғᧈಮǛᡫơƯ˟ᝲኛλƷƝңщǛƓᫍƍƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ

発行
本

社会福祉法人

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

園部支所
八木支所
日吉支所
美山支所

〒622-0014
〒629-0134
〒629-0301
〒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

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

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

TEL

FAX

TEL

FAX

検索

