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第十七回 社会福祉大会において
表彰されました

社会福祉功労者 早川 政代さん
社会福祉活動奉仕者 団体
クロ バ
代表 眞野 耕三郎さん
久御山町ゆる体操クラブ
代表 島 純子さん
久御山町おもち 病院
代表 長岡 幸夫さん

調理ボランティア
クックピープル

皆さん 長きにわたり久御山町の社会福祉に貢献
された功績により表彰されました
誠におめでとうございます

ボランティアグループの
紹介

次の方が

クックピープルは、１９８４年（昭和
５９年）に久御山町中央公民館サークル
として結成しました。
当初は料理クラブとして活動していま
したが、２０数年ほど前に「クックピー
プル」と名付け、気が付けば３０年という月日が流れていました。
発足当初から現在まで、在籍しているメンバーは２名になりましたが現在も元気に活動を続けて
おられます。
メンバーは１４名で活動をしていて主な活動としては一人暮らし高齢
者の方への配食ボランティアとして年９回お弁当を作っています。
その他には、身体障がい者デイサービス事業の料理教室で、講師をし
ています。
メニューはみんなで考えて、おいしく食べてもらえるように工夫しな
がら作っています。
お弁当につけているおやつは当初から手作りで、季節の物を考え桜餅、
柏餅、そして１０月には鯖寿司を作っています。
お味噌汁も一緒にお配りしており、少しでも温かい状態でお届けする
ために発泡スチロールの容器に入れて配達してもらっています。
それから、お弁当の上に公民館サークルの「絵手紙サークルひまわり」
さんの絵手紙を添えたり、私たちが作ったお箸袋や、貼り絵ハガキなども添えたりしています。
クックピープルのメンバーはとても仲が良く、いつも和気あいあい楽しく活動をしています。

ボランティア活動の紹介
要 約筆記「 グー 」です！
要 約筆記ボ ラン ティア講 座へご参加あり がとうご ざい ました！
要約筆記サークル「グー」では要約筆記講座を開催しました。
今年はたくさんの方の参加があり、これからますます
要約筆記が必要だと感じていただき、また、要約筆記と
いう言葉を初めて耳にされた方や、難聴者のご家族の方
にも要約筆記を体験していただきました。どうすれば要
約筆記を利用できるかなど興味を持たれた方もおられ、
大変有意義な講座になったと思います。
（代表 井坪 真由美）

手話サークルさくらです
福祉体験学習（手話の体験学習）に久御山中学校へ行ってきました！
２月４日に久御山中学校の1年生を対象に福祉体験学習を行いました。
内容としましては、手話で①自分の名前を紹介、
②挨拶の表現を体験していただきました。
また聴覚障がいの方からは耳が聞こえないこ
とで困ったことや、生活上の工夫などを生徒さ
んへ教えていただきました。生徒の皆さんには
毎年熱心に取り組んでくださり、私たちメンバ
ーも楽しく勉強させていただいています。
（代表 石丸恵子）

ボランティア保険へのご加入はお済みですか
久御山町社協では登録ボランティアの方々（個人ボランティア、ボランティア
グループの方々）に対し、ボランティア保険加入手続きをしています。また、社
協へ登録されていないボランティアも加入できます。
加入期間は保険金の振込日翌日から翌年の３月３１日までと
なっています。
皆さんが活動を安全に行っていただくために、ボランティア
保険への加入をお薦めしています。
ボランティア保険には傷害補償と賠償責任補償があります。
詳細は社会福祉協議会までお問い合わせください。

第２１回ふれあい福祉まつりを開催いたします！
日
場

時：平成２８年５月１５日（日）
１０；００～１５：００
所：役場中庭交流広場・役場１階ロビー
中央公民 館

参画団体：町内の福祉当事者団体・福祉施設
登録ボランティアグループ・町内の各関係団体
主
催：久御山町社会福祉協議会・地域福祉推進委員会
運営協力：ボランティアバンク運営委員会
役場１階ロビー

施設利用者や通所者の皆さんが作られた作品の展示。
病院による健康チェックコーナーなどがあります。

中 庭 交 流 広 場

たこ焼き、フランクフルト、オムそば、ポップコーンなどの模擬店。
高齢者疑似体験などの福祉体験、医療関係団体による立ち上がりの
テストなどのロコモドテストなどがあります。

公民館前ステージ

午前：福祉ステージとして町内の福祉当事者団体、施設や登録ボ
ランティアグループからの歌や舞踊などの発表。
午後：音楽フェスティバルが開催。
町内の音楽グループの吹奏楽、軽音楽のステージがあります。
（久御山町文化スポーツ事業団主催）。
２時３０分からはお楽しみ抽選会があります。
豪華賞品が当たるかも？？

☆参加者に医療・福祉を体験していただけるスタンプラリーを今年も行います。
ふれあい福祉まつりは小さいお子さんから高齢者の方まで
気軽にご来場いただけるまつりです。

皆さん是非福祉まつりへ
お越しください！
住民
皆様
合
紹介
問

①視覚障がい者くみやまの活動場
所と活動内容は？

町内在住の視覚障がい者から
の音訳図書の希望がないため
京丹後視力障害福祉センタ
へ音訳図書を提供されておら
れます

②あつまろ会の活動内容と入会す
るにはどうすればいいのか？

近々公園で 花植えをすると
聞いていたので その場所を
連絡しました

③社協へ毛糸を寄付いただいてい
る方より 編み物をされるボラ
ンテ アさんはおられないのか？

今現在２名で編み物をされて
おられますが 今後社協から
も募集をかけていきたいと思
ています

移動サービス運転協力者講習会

日時

ボランテ ア代表者会議と
買い物支援に関する講座
を開催しました
平成２８年６月１８日（土）９：００～１７：００（講座が中心となります）
平成２８年６月１９日（日）９：００～１２：００（実技が中心となります）
場所
京都社会福祉会館（京都市上京区堀川通丸太町下る（二条城北側）
受講料 １，５００円
お問い合わせ・お申込み
久御山町社会福祉協議会 ☎ ０７５－６３１－００２２

国土交通省認定講習

三月一〇日にボランテ アグル プの代表
者が集ま ての代表者会議
を行いました
代表者会議では町内のボ
ランテ ア活動推進のため
計画を説明した後で京都府
福祉協議会の地域福祉・ボ
ランテ ア振興課よりボラ
ンテ アグル プが申請可
能な助成金の申請方法 使
いみち 注意点 申請時期
など説明を行 ていただきました
会議では 普段話をしたり顔を合わせるこ
との少ないグル プ代表者もおられ 参加さ
れたグル プ間で活発な意見交換ができたと
思います
また 午後からは買い物支援に関する講座
を行いました
特定非営
利法人京都ボランテ ア友
の会 代表理事の石原宏武
氏を講師に招いて 地域貢
献や 買い物支援に関する
話 移動支援に関する法律
や制度の話などしていただ
き 二十八年度中に実施す
る買い物支援について 参
考になりました
参加者からは 買い物支援に関わりたい 関
心があるとの声が多数寄せられました
たくさんのご参加ありがとうございました

買い物支援の協力者として活動してみませんか！

社会福祉協議会では２８年度より新しい事業として、買い物支援サービスを
実施するにあたり、買い物支援に関心のある方、またはボランティアとして買
い物支援にご協力いただける方を募集しています。上記の方には国土交通省認
定の移動サービス運転協力者講習会を受講していただく事としています。講習
会受講後に協力者として活動をいただく予定としております。是非皆様のご協
力をお願いします。
２日間の講座を受講された方には運転協力者講「修了証」を発行します。

ボランテ

アバンク運営委員会
部会報告

広報部会報告 部会長 山口幸恵

ボランテ ア情報誌創刊号は読んで
いただけましたか？２号以降はボラン
テ アグル プの活動内容を紹介させ
ていただきたいと思います 社会福祉
協議会には色々な情報が
集ま ています
こんなグル プに参加
したい！個人でも活動し
たいと思われている方は
実現できます
私自身も年数回の料理
ボランテ アとして参加
しています 教えてもら たメニ
で人の輪が広がり 楽しい１年でした
色々な情報がありますので お問い
合わせをお待ちしています

地域福祉活動部会報告 部会長 寳田尚久

地域福祉活動部会では久御山町の地域福
祉活動を進めるための研修として
買い
物 移動 支援に関する研修会を開催いた
しました
地域福祉活動部会とし
て 今後も買い物支援を
中心に なお一層高齢者
や 障がいをお持ちの方
に寄り添 た地域福祉活
動の推進に努めていきた
いと思 ています
今後もよろしくお願いいたしま す

