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「地域の未来をデザインする。」
「地域の防災力を高めよう」

第2期
なんた
ふれ
ん
あいプ
ラ
内容
からポ ンの
イ
シリー ントを
ズ
紹介し で
ます。

普段からの地域のつながりで災害時にも強い地域を目指しましょう。
台風１８号災害等の教訓

避難訓練・避難所体験を

を活かして今後の防災の

してみましょう。

取り組みをしましょう。
福祉防災マップを

防災講座や学習会に

つくり万一の避難に

参加しましょう。

備えましょう。

大規模な災害時には災害ボランティアセンターを開設しますので、
被災された地域住民の声をセンター
（社協）
に届けてください。

地域防災講座 ～災害にも強い地域づくり～ を開催しました。
地域防災講座（平成２６年７月２６日）より
隣近所で声をかけあう仕組みをつくり、お隣の人と助け合える関
係づくりをしてください。いのちと暮らしを守る視点を共有し、困
難を乗り越えていきましょう。日常と災害時を連動させた災害にも
強いまちづくりを目指しましょう。
ご と う ゆきのり

後藤至功先生（佛教大学

福祉教育開発センター講師）のお言葉

＜風水害における対策の基本＞
■「避難準備情報」が出来る限り早く発令され、高齢者や障がい者などの避難に配慮を要する方をいち早く安全な場所にお
連れすることが大事です。
■雨が降り出した場合、２階のある家は「垂直移動」、平屋の方は、安全な場所（お隣の家なども想定）へ迅速に移動します。
■土砂災害の危険のある家はとにかく早めの移動を心がけて下さい！

参加者アンケートにてご意見をいただきました
・行政ばかりに頼らず、自らが取り組むことの重要性を感じました。
・昨年の水害を経験して、前もってこのような講座を受けておればもう少
しましな対応ができたかと思いました。
・体制づくり（連帯感、助け合い、声かけ、防災組織作りなど）や訓練の徹底
を地域で取り組みたいです。
・地区別こんだん会で、防災マップを作成し、各戸配布したら、という話
しがでており、社協のアドバイスも受けながら実施してみたいです。

多数の方にご参加
いただきました。

福祉防災マップのつくり方など、社協にお気軽にご相談ください。（担当：地域福祉事業課）
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共同募金って何に使われているの？
皆様から集められた赤い羽根共同募金の約70％
は、南丹市の町を良くするために使われています。ど

募金運動期間

10月1日～12月31日

戸別募金

区長様を通じて、各家庭に募金を呼びか

街頭募金

人の集まる場所で募金を呼びかけたり、

法人募金

社会貢献の一環として、企業等の募金協

イベント募金

人の多く集まるイベント等で募金を呼び

んな事業に使われるかは、市民参加の審査委員会で審
査のうえ決定しています。残りの約30％は、より広
域的な課題を解決するため、都道府県域の活動に使わ
れています。
今回は、これまでに募金から助成を受けた団体の活
動を紹介します。
★助成団体からのメッセージ
私たちの活動をとおして幅広く市民の方にお返
しすることができたのではないかと思います。

けさせていただきます。

募金箱を設置します。

力を呼びかけます。

かけます。

南丹市においては、赤い羽根募金（一般募金）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。

ありがとうございます。

おはなしボランティア
赤ずきん
子どもたちや高齢者に、本に親し
んでもらう機会を提供しました。

川辺親父の会

八木町神吉のサロン杉の子

子育てに親父の出番を企画して

サンタさんのプレゼントを見せ

います。

あい笑顔いっぱいでした。

うどんづくり体験を実施し、親
子や地域でふれあうことができ
ました。

上胡麻ボランティアグループ
世代間交流の集いを行いました。

すくすくやぎっこ
子育て中の母親たちがつながる
機会をたくさん持ちました。

赤い羽根共同募金会ホームページで皆様からいただいた募金のつかいみちをご覧いただけます。

はねっと

検 索

歳末たすけあい募金を活用した助成事業を募集します。
「みんなでささえあう あったかい地域づくり」のために、年末年始に行う様々な福祉活動に助成します。

申請期限：平成26年11月7日（金）

募集要項、申請用紙は下記事務局窓口または南丹市社協ホームページで入手してください。

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）
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生活困窮者自立支援相談窓口を開設しました
さまざまな課題を抱え生活に困窮されている方の自立を支援するため、平成27年度から
「新たな生活困窮者自立支援制度（生活困窮者自立支援法）」が施行されます。
南丹市社会福祉協議会では、新制度に先駆けて、「生活困窮者自立相談支援モデル事
業」を南丹市より受託し実施します。

〈経済的な問題や就労に関するさまざまな課題について相談に応じます。〉
例えば、こんな相談ができます。
●仕事が長続きしない
●家賃や公共料金（電気・ガス・水道代）などを滞納しており、どうしたらいいかわからない
●引きこもりの子どもと暮らしているが、これからのことがとても心配
●家族が定職に就いておらず、これから先どうなるのかとても不安

〈相談の流れ〉

相談（電話・来所）

ご相談は随時受け付けています。

支援申し込み

支援計画作成には、支援申し込みが必要になります。

支援計画の作成

ご相談で聞かせていただいた内容を元に、支援計画を作成します。

計画の実行・見直し

計画に基づいて、支援を行います。様々な課題に、寄り添いなが

来所が困難な方には、電話相談や訪問も行います。

ら支援を行っていきます。

南丹市社会福祉協議会

生活支援センター

南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地
電
話：0771-72-3220
開設時間：月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
まずは、ご連絡ください。
久世相談員、若井相談員、大東相談員

平成26年度社協会費へのご協力
ありがとうございました。

総額

7,431,500 円

（平成26年8月31日現在）

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。
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交流会で絆を深めています！
障害者支援施設「ワークセンターびび美山」では利用者、美山町民生児童委員協議会障害部会、地
域のボランティアの方々による、交流会を7月15日に開催いたしました。
この催しは地域と施設の交流を目的に、今年5月から取り組みを始めています。
お昼の会食では、ワークセンターびび自家製のパンやサラダを食べながら交流の時間を楽しむ他、
レクリエーションの時間では卓球バレーに汗を流したり、ゆっくりと時間をとって話をしたり、民生
委員やボランティアの方達とのふれあいの時間を楽しむことができました。今後も楽しい企画により
地域とのつながりを大切にしていきたいと思います。
交流会は年間4回の計画で、今後は11月18日、3月に予定しています。

）
木
ター
八
ン
セ
【オープンカフェ】
ぜ 支援

か
そよ （地域活動

毎月第3水曜日

午後1時～午後4時

参加費

100円

この日はいつもご利用いただいている方だけでなく、地域の方も
来てくださり、話しもはずみ、にぎやかに過ごしました。
手作りのお菓子とお飲物をご用意してお待ちしています。ぜひ、
一度お越しください。
《そよかぜ八木》南丹市八木町八木鹿草86番地5
℡0771-42-5605
【座談会】
障がいをもちながら地域の中で生活されている方
を応援するため、まず障がいを知ることから始めよ
うと、南丹市役所より相談支援専門員の高屋光晴氏
にお越しいただいて、地域の方と一緒にお話しを伺
い、わからないことを質問したり、話し合ったりす
る会を開いています。
それぞれの方が抱えておられる障がいの特性を理
解して支援することは、安心できる住みやすい地域
を作るひとつの力になると思います。
興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

《次回予定》

11月26日(水)午前10時～午前11時30分
南丹市社会福祉協議会 八木支所にて
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♥

♥

♥あったかなんたん♥

♥

♥

やさしい心・おもいやりの心がめばえています！
★摩気小学校4年生総合学習より★
車いす体験や認知症についての学習の成果を子どもたちが福祉新聞にまとめました。

体験を通して高齢者の方も障がいのある方も安心して暮らせる社会になってほしいと、
子どもたちは感じています。
子どもたちに福祉の心が育っていくよう南丹市社会福祉協議会は応援しています。
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善意のご寄付ありがとうございました
《平成26年8月末受付分まで》

八木実登志

様

衣類

福祉のために

松本

義昭

様

100,000円 亡母の供養に

第 7 回南丹地区カラオ

植村

幸一

様

200,000円 福祉のために

募金を福祉のために

市原

和久

様

100,000円 亡父の供養に

映画「ペコロスの母に
会いに行く」美山上映
実行委員会 様

74,708円

南丹地区
カラオケ連合会 様

20,000円 ケ歌謡フェスティバルの

昭和30年3月卒業
八木中学校 同窓会一同 様

34,110円 福祉のために

京建労船井支部 様

14,200円 福祉のために

大狩

久子

様

39,804円 福祉のために

株式会社 親愛
100,000円 福祉のために
代表取締役 安達 耕一郎 様

廣瀬

強

様

30,000円 福祉のために

京都山坊主

様

園部カラオケ同好会
「園歌」 様

第 26 回チャリティ歌謡
23,000円 フェスティバル園 歌 祭
の募金を福祉のために

映画上映協力金から
地域福祉のために

2,100円 福祉のために

元村区長交流会 様

100,000円

松本

繁

様

100,000円

福祉のために
亡祖母の供養として
「だんない」
に

宇野

昭四

様

50,000円 亡妻の供養に

小森

久司

様

100,000円 亡妻の供養に

髙木

弘

様

100,000円 亡母の供養に

片山

守

様

100,000円 亡母の供養に

南條

康廣

様

100,000円 亡母の供養に

西垣

真史

様

松本

初夫

様

50,000円 亡父の供養に

匿名寄付

８件

50,000円 亡父の供養に
453,000円

南丹市家族介護者交流事業のご案内
～日ごろの介護疲れを癒しませんか？～
◆日

時／平成２６年１１月１４日（金） 午前１０時３０分～午後2時30分頃

◆場

所／南丹市国際交流会館

◆内

容／午前10時30分～正午

正午～午後2時30分

コスモホール
綾戸智恵さんのお話し・プチコンサート
昼食交流会
介護フォトコンテスト表彰式

◆対象者／南丹市内で介護をされている方
◆定

員／150名

◆申込締切／10月31日（金）
参加申し込み先：南丹地域包括支援センター（園部・八木）0771-68-3150
（日吉）

0771-72-0214

（美山）

0771-75-1006

送迎バスを運行しますので、必要な方は申込み時にご相談下さい。
午前・午後のみの参加も可能です。たくさんの方のご参加お待ちしています。
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趣味は何ですか？

毎日の生活で心掛けていることはありますか？

心掛けていることは特にありませんが、毎日楽

デイサービスをご利用されてのご感想は？

しく暮らせていることに感謝をしています。

後、しばらくして大屋根にも達する程の大洪水に見舞

デイサービスに来るまでは、歩くことも物を取る

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

カラオケが好きで、公民館に通って演歌をよく歌っ
ていました。しばらく休んでいましたが、秋からまた
再開したいと思っています。あと、足が悪くなる前は
書道もしておりました。書道を始めるきっかけは、漢
字を忘れてしまうことがあり、それを思い出すために
も勉強しないといけないと思い書道を始めました。

若い頃は何をされていましたか？

われ、家財道具も流され失意のどん底でしたが、奇跡

ことも出来ずに家でずっと寝ていました。お蔭様で

京都市内から十七歳で嫁いで来ました。長男を出産

的に生き残った一頭の家畜を基に家族で支え合いなが

デイサービスに来てからは、お風呂も入れてもらえ

て、自分で座ることが出来て有難く思っています。

みなさんと会えて、いろんな世間話や、カラオケも

できて元 気で過ごせます。自 分 より年 上の方 が頑

張っておられるのを見て、自分も頑張らなくてはと
思うことができます。

職員さんも皆さんよくしてくださって本当に有
難く思っています。
～デイサービス職員より～

いつも笑顔で周囲の方々に幸せを降り注いでく
ださいます。

目標や希望をしっかりと持ってデイサービスに

通われ、私たちも橋本さんに沢山の元気をもらっ

ています。これからもお元気でお過ごしください。
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0771-62-4125
0771-42-5480
0771-72-0947
0771-75-0020

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

0771-72-3222

園部支所 〒622-0014
八木支所 〒629-0134
日吉支所 〒629-0301
美山支所 〒601-0722

0771-72-3220

南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地

検索

南丹市社協

ホームページ

（代表）メールアドレス na_shakyo@cans.zaq.ne.jp

〒629-0301

所

本

南丹市社会福祉協議会

社会福祉法人

発行

カラオケ発表会にて

ら、毎日を必死に過ごしていました。

優しい笑顔で、皆さんに
元気をくださる橋本さん!!

すみこ

橋本 寿美子さん（81歳）

はしもと

敬老インタビュー

（南丹市八木町在住）

９月の敬老月間にちなんで、ほほえみ八木デイサービスセンターをご利用いただいている方にインタビューしました。

