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大事な絆の結び方、皆で一緒
にこれからも！
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至：大久保

至：淀

地域福祉センターさつき苑
久御山町役場

郵便局

消防本部(署)

府道宇治・淀線

　２月７日(火)、地域福祉に関係する方々や見守り協
力事業所などの多くの方々が参加し、絆ネットワーク
について一緒に学ぶ機会として、全体会議及び研修会
を開催しました。　　　　　（詳細の記事は４面へ）
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社協ニュース

　　　　　　　　　　　　　　　昨年10月から始まった「赤い羽根の共同募金運動」ですが、自治
　　　　　　　　　　　　　　会の皆様と 社にものぼる町内企業や関係機関の皆様からお寄せ 205
　　　　　　　　　　　　　　いただいた「温かいお気持ち」によって、 2,607,182円という多額 
　　　　　　　　　　　　　　の募金をいただけました。
　　　　　　　　　　　　　　　皆様からお寄せいただいた募金は、京都府共同募金会を通じて、
　　　　　　　　　　　　　　来年度に久御山町の共同募金会へ配分され、町内各学校の福祉教育
　　　　　　　　　　　　　　や、子どもや高齢者、障がいのある方等に向けた各種事業など、町
　　　　　　　　　　　　　　内の地域福祉活動に活用いたします。
　また、昨年度からスタートして好評を得ている、男性のお一人暮らしの方を対象とした料理教室
や、終い支度セミナーもこの共同募金を財源として実施しています。
　皆様からのお気持ちを大切に、久御山町の地域福祉の推進に役立ててまいります。皆様本当にあ
りがとうございました。なお、大口募金にご協力いただいた企業等の方々を下表のとおりご紹介い
たします。

ご協力ありがとうございました！赤い羽根の共同募金

平成２８年度の実績

㈲辻製作所
辻村酒店
㈱椿本スプロケット

㈱ＤＧ工業
寺田文宗堂
㈱寺本シャーリング
東京定温冷蔵㈱
トウジ工業㈱
東洋倉庫㈱
㈱徳田
㈱徳田製作所
トータルシステムクラフト
轟塗装工業㈱
土橋電業㈱
トヨタ ＆ 近畿㈱L F
トヨタ部品京都共販㈱
長岡幸夫
㈱成田製作所
七洋精工㈱

㈱ニシキ
西尾米穀店
西田製函㈱
西村木材店
㈱ニッカテクノ
ニック㈱
日進ケムコ㈱
日進工業㈱
日新工芸㈱
日鉄住金Ｐ＆Ｅ㈱
㈱日本ジョイント
㈱日本生物科学研究所
㈱日本チケットケース
日本道路㈱京滋営業所

ニューリー㈱
㈱野間製作所
橋本自動車
㈱ハタイタ製作所

㈲ニコーエンジニアリング

日本郵便㈱久御山郵便局職員一同
日本トーカンパッケージ㈱

デイサービスセンターリエゾン久御山ひしの里

㈱さわらぎ
㈱さんおいけ
㈲三起建設
㈱三京製作所
サンシティ久御山
清水電設工業㈱
㈲下村製作所
昭栄特殊染工㈱
城南工芸
㈱伸興工作所
㈱進栄
新晃自動車工業㈱
シンシン薬局
㈱新生工業
親和産業㈱
杉江電機工業㈱

㈱スリーエスフーズ
誠都運輸倉庫㈱
㈱セイワ工業
精和工業㈱
セファテクノロジー㈱

第一旭
㈱大京塗料商会
㈱ダイサブ
田井自動車工業㈱
㈱大昇
㈱大末田中工務店
㈲大成機械製作所

ダイワ自動車工業㈱
㈲大和塗装
㈱髙田医科器械製作所
高槻電器工業㈱
多来多来
田口興業㈱
田中住研
珠城運輸㈱
㈱中金

大丸エナウィン㈱京都支店
大同硝子興業㈱京都工場

㈱セブン･エンジニアリング

㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス

京都パイル繊維工業㈱
京都日野自動車㈱
㈱京都プラテック

㈱京都冷蔵
京南電装㈱
京料理うお梅
キョーワズ珈琲㈱
京和ブロンズ㈱
㈱清本鉄工
清山ハイパック

近畿特輸㈱
久御山金融会
久御山自動車工業

㈱Ｋ・Ｓアルミ

慶成接骨院
光栄堂
㈱廣告社
㈱コーシン
㈱ゴードーキコー
珈琲ハウスとまと

コスモ機器㈱
コタ㈱
㈱小西兵商店
㈱コプロス関西支店
五洋精工㈱
近藤自動車工業㈱
サイクルショップスエヒロ
㈱坂川鈑金
榊田自転車商会
㈱阪村機械製作所

㈲ザ・マーク
佐山電設㈱

㈱サニクリーン近畿京都京都工場

コーベベビー㈱新京都工場

京神倉庫㈱久御山営業所

久御山モラロジー事務所
久御山町民生児童委員協議会
（公社）久御山町シルバー人材センター
㈱久御山シャーリング工場

近畿シコー㈱久御山工場

京都やましろ農業協同組合久御山町支店

愛都交通㈱
㈱アグティ
㈲浅田鉄工
㈱朝日製作所
アサヒフーズ㈱
石倉工業㈱
石豊造園土木㈱

㈱一誠建設
㈲今西鉄工所
㈱今村製作所
岩本興産㈱
魚佐商店
宇治丸工運送㈱
宇治久世医師会
宇治久世歯科医師会
エヌシー産業㈱
オークラ産業㈱
岡部㈱京都工場
奥野商事㈱
㈱尾崎モータース
お食事処 葵 
加賀爪電気

鎰廣和
加藤運輸倉庫㈱
神谷米穀店
㈱カネキ
㈱カワオカ製作所
木原酒店
㈱木村電子
㈱共栄アルミトーヨー住器
京栄ステンレス工業㈱
京寿楽庵㈱
㈱キョーセイ
京都ＥＩＣ㈱
京都機械工具㈱
京都樹脂精工㈱
京都新聞印刷

京都ダイハツ販売㈱南店

かがやきデイサービスセンター

京都新聞折込サービスセンター京都配送センター

いすゞ自動車近畿㈱洛南事業本部

大口募金にご協力いただいた町内企業等のみなさま

㈱巴山組
原田鉱油㈱
㈱藤林商店
フジモト運輸㈱
藤本製作所
冨士リネン㈱
プラス・イー
プラスコート㈱

ベルベ佐山
㈲穂積石油
㈲ポデール
㈱マウンテン
㈱マツモト
丸三冷蔵㈱
丸山塗装㈱
マンナ運輸㈱
㈱ミナト
㈲三好鉄工所
ムーミン
モータース北弥
㈱モリタ製作所
モリミ加工機㈱
柳生接骨院
安田自動車工業㈱
山川㈱
㈱山城倉庫
㈱山田育苗園

㈲山本製作所

㈱ユー・エム・アイ
ユージー基材㈱
㈲義定刃物
㈲吉田自動車工業
洛陽技研㈱
理容きりもと
ロビン美容室

㈱山本保雄商店久御山加工センター

ヤマト運輸㈱ 京都主管支店 
㈱ヤマダペーパーセブン公団店

㈱ペトロスター関西久御山サービスステーション

( )医 八仁会　久御山南病院
( )福 八康会　特別養護老人ホーム楽生苑



社協ニュース

３

　昨年 月１日から 日までの間、全国一斉に毎年恒例の「歳12 31

末たすけあい運動」を実施いたしました。「つながりあう　さ

さえあう　みんなの地域づくり」をスローガンに、新たな年を

迎えるこの時期にひとり暮らしの高齢者や要介護状態にある人、

生活困窮世帯など、支援を必要とする人たちが地域で少しでも

安心して暮らすことができるよう、地域で共に暮らす住民の皆

様の善意を集める募金活動を行いました。

　各自治会を通じて皆様からお寄せいただいた「心あたたまる」

募金の総額は 円となりました。皆様のご協力、本当 1,362,838

にありがとうございました。

　この募金で集められた浄財や物品は、町内の支援を必要とさ

れている方々や、それを支える活動をしている団体・事業所等

に配分金及び配分物品としてお配りさせていただきました。

　直接的な金品の配分としては、ひとり暮らし高齢者や高齢者

世帯の方々への「おせち料理の配食」や生活困難世帯への「見

舞金の贈呈」、寝たきりの高齢者への「紙おむつや防水シーツ

などの贈呈」を行いました。

　また、地域で福祉活動を行っている団体等への配分として、

福祉施設が実施している年末年始の事業や、子育てサークルの

「子育てサロン活動」、地域福祉会が主体となって開催してい

る「高齢者サロン活動」などの活動費にも配分しました。

　その他、社協が地域団体へ貸し出しを行うためのレクリエー

ション機材の購入や災害ボランティアセンターの備品購入にも活用させていただいております。

　なお、物品の寄付としてお寄せいただいた手編みの靴下やひざ掛けなどの品々と、いそざき歯科

医院から毎年いただいております歯ブラシは町内の福祉施設へお配りさせていただきました。

　募金いただいた皆様、配分のご協力いただいた皆様、配分を使って実際に支援活動をしていただ

いた皆様、本当にありがとうございました。

あたたかい気持ちの結集 ～歳末たすけあい募金～

募金結果報告

配分金と配分物品一覧表
備考
生活困難世帯への見
舞金( 件 , 円)1 20 000
独居、高齢者各世帯へ
12 31月 日に配食
紙おむつ、防水シーツ、
バスタオル等
町内福祉施設のイベン
ト等事業への助成
子育て、高齢者各サロ
ンへの事業助成
左欄の物品を貸出用と
して購入
災害支援用品の購入
全体にかかる経費分

食： 円1 1,200
京都淀ライオンズクラブ様より

配分額　

円180,000

円828,800

円93,553

円150,000

円140,000

円74,304
円82,252
円41,529

▲ 円50,000  
177,600▲ 円

円1,362,838  

件数

世帯9

名148

名41

事業所5

団体14

名148

       配分先・内容
①生活困難世帯

②お節料理の配食

③寝たきり高齢者配分

④福祉施設事業助成

⑤地域福祉活動助成

⑥レク機材の購入

⑦災害支援品の購入
⑧事務費
⑨お節料理調理費寄附
⑩お節料理自己負担金
　合計配分額

　社協には、地域イベント
等にお貸しできるレク機材
などが多数ございます。是
非ともご活用ください！
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社協ニュース

　社会福祉協議会は「男一人の過ごし方」事

業として、ひとり暮らしの男性高齢者を対象

とした料理教室を実施しています。

　平成 年度は５回開催し、ナスのミンチは28

さみ揚げや玉ねぎごはん、大根ステーキなど、

季節の野菜を使って趣向を凝らした料理を作

りました。また、 月には特別教室として、12

白みそとすまし２種のお雑煮を習いました。

　平成 年度も４・７・ ・ ・１月の第４29 11 12

金曜日に開催する予定です。皆さんも参加者

同士の交流を図りながら、料理のレパートリ

ーを増やしませんか。

男一人の過ごし方
～料理教室～

　 月４日(日)、12

京都淀ライオンズ

クラブのチャータ

ーナイト（認証）

周年の記念とし40

て、地域福祉への

活用を目的に車いす対応軽自動車１台を寄贈い

ただきました。

　移送・訪問活動など、福祉増進のために有効

に活用させていただきます。ご寄贈、ありがと

うございました。

京都淀ライオンズクラブから
車いす対応自動車を寄贈

介護事業所の力を地域福祉に

見守りつなぐ絆ネットワーク

　自治会活動やシニアクラブ活動、地域活動の

場で、福祉や介護のことなどについて、知りた

い・学びたいと思われた時、久御山町にある14

の介護事業所が地域へお伺いして、お話しや体

験をしていただけます。

　※日程や派遣事業所は

　　社協が調整します。

　その他にも、ご要望にお応えできることがあ

ると思います。ぜひ一度社会福祉協議会へご相

談ください。

～介護事業所連携会議を実施～

～絆ネットワーク事業全体研修会～

こんな内容に対応できます

　地域福祉会やふくろう隊、民生児童委員など
から 名の方々にご参加いただき、『改めて 106

見守りの大切さを考える』をテーマに、絆ネッ
トワーク事業全体研修会を開催しました。

　社会福祉協議会では、住民の皆様を始め多職
　　　　　　　　　　　　　種の皆様とともに、

　　　　　　　　　　　　　今後も見守りや声
　　　　　　　　　　　　　かけなどの支援を

　　　　　　　　　　　　　通して、誰もが安
　　　　　　　　　　　　　心して生活できる

　　　　　　　　　　　　　まちづくりを進め
　　　　　　　　　　　　　ていきます。

　最初に、神戸大学名誉教授　依田博先生から
の『まちづくりの基本に見守りの視点を』と題

したご講演を受け、その後のシンポジウムでは、
(株)京都銀行久御山町支店や宇治・久御山防犯

推進委員連絡協議会、(福)八康会東楽生苑、久
御山町住民福祉課からお越しいただいた４名の

皆様に、それぞれの立場で取り組んでいる見守
りについて発表していただきました。
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社協ニュース

ひとり親家庭のこどもの居場所づくり事業

　久御山町母子寡婦会では、ひとり親家庭の子どもたちの支援活
動として夕方から夜にかけて、週に２回、こども食堂とこどもカ
フェをほっとハウス「チエさん」で開催されています。
　町内在住のひとり親家庭の小中学生とその保護者を対象にして
おり、学生のお兄さんやお姉さん、大人の人と遊んだり、学んだ
り、ご飯づくりなどを通じて、人とのふれあいや関わりについて
学ぶ場となっています。
　現在は毎回７～８人の子どもたちが参加し、楽しく・にぎやか
な居場所となっています。

こども食堂

こどもカフェ

16 30: 宿題・あそび 
: 夕食づくり17 00 
: 夕食18 00 
: 学習・あそび19 00 
: お迎え20 00 
: 終了20 30 

15:00 宿題
おやつ作り16:00 
終了17:00 

誰でも申込みなしでＯＫ

２日前までの申込み必要
参加費 円（食材等）100

実施内容

ほっとハウスでの活動を紹介します。お問い合わせは、社会福祉協議会まで

ＳＫＩＰす き っ ぷ

お手伝いをして
くれる学生さんを
募集してま～す！

４月からの日程や内容

　　　　　　昨年 月からほっとハウス「チ10
　　　　　エさん」で開催している「おこし
　　　　　やす　こもれびプラザ」は、お元
　　　　　気な高齢者だけではなく、認知症
　　　　　の当事者や家族など、誰でも気軽
に集う事が出来る交流の場として、大変好評
で、毎回多くの参加をいただいています。
　今後についても居心地の良い“カフェ”として、内容や回数、時間などを充実させていき
ます。お気軽にお越しください。

おこしやす
こもれびプラザ

２年目も、みなさんに
楽しいひとときを提供します

　ほっとハウス「チエさん」では、昔懐かしい音楽をレコードで聴いていただいています。
押入れの奥にしまってあるなど、聞くことのないレコードをお持ちの方で、ご寄附いただ
ける場合は、社協までご連絡をお願いいたします。（特に演歌が好評です。）
　また、カフェで使用するコーヒーカップのご寄付もお願いします。（新品のみ）

2 9月 日：折り紙
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介護にかかわるご相談やケアプランのお申込み、お問い合わせなどは

　　久御山町社会福祉協議会　（０７５）６３１－００２２

　まずは、どんなことでも気軽に相談してもらうことで、その方の思いをしっか
りと受け止めさせていただきます。その上で専門的な立場からの助言やお手伝い
ができると思いますので、まずは１歩、踏み出してみてください。

介護体験記
男性介護者のＡさん
前頭側頭型認知症(ピック病)をもち、
「要介護５」の奥様( 歳)とふたり暮らし63

　妻は２年ほど前に「ＡＴＭの暗証番号を何度も間違えて使用できなくなる」ことや

「買い物に行くと同じ物ばかり購入する」という兆候が見られるようになりました。

先月まで出来ていたのに何で急に出来なくなったのだろうと心配になり、嫌がる妻を

連れて総合病院で脳のＭＲＩ検査を受けたところ、医師からは「脳が委縮しているの

で、間違いなく認知症です」と診断されました。

　その時、専門医の受診を勧められましたが、自分も認知症の知識がほとんど無く、

「そんなに極端に悪くはならないだろう」と思って、専門医の受診をせずそのままに

していました。

　その間も妻はコンビニで同じ物ばかり購入していましたが、何か月か経ったとき、

妻はコンビニの場所がわからなくなりました。外に出ては戻ってこられず、警察に保

護されたことや道端に倒れていたところを通りがかりの人に助けていただき、緊急搬

送されたこともありました。そして徐々に食事もビール以外口にしなくなり、全身衰

弱で総合病院へ緊急入院することになりました。

　その後状態は回復したものの、病院内でウロウロし始めたため専門病院への転院と

なりました。そして専門病院の主治医から「介護保険を申請してケアマネがつかない

と退院させられない。そして進行予防のためにデイサービスへ行った方がいい」と言

われたことをきっかけに、介護保険を申請してケアマネージャーに関わってもらうこ

とで退院させることができました。

　退院してからも、外に出て行き戻ってこられないことや、冷蔵庫にスリッパが入っ

ていたこと、いつの間にか怪我をしていることなど、毎日考えられないようなことが

たくさんあって、最初のうちは「何でこんなことをするのか」と、腹が立ちイライラ

して怒鳴ってしまったこともありましたが、最近は認知症のことを知ることで、妻の

行動を少しは理解できるようになりました。

　私自身、なるべく自分の時間を作ることで、ストレスを発散できるようになり、腹

が立つこともあるけれど「しょうがないか」と思えるようになってきました。また時

間はかかりましたが、妻もデイサービスへ行くようになり、その日は帰ってきても落

ち着いている様に感じることができるので、行ってくれて良かったと思っています。

　これからも妻とは好きで一緒になったので、自分ができる間は「周りに助けてもら

いながら、自宅で一緒に過ごしていきたい」と思っています。
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　久御山町社会福祉協議会では、さまざまな悩みごと

の相談窓口を開設しています。是非ご活用ください。

社会福祉協議会の相談窓口

高齢者等のさまざまな困りごとに対して、専門の相談員
（絆ネットコーディネーター）が相談をお受けします。
●開設日時：月曜日～金曜日 ～ 　 9:00 16:30 休日を除く

●相談内容：食事の用意、買い物、ゴミ出し、掃除（大
　　　　　　掃除）、話相手など、日常生活での困りご
　　　　　　とについて相談いただけます。内容によっ
　　　　　　ては、適切な解決の窓口を紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●開設日時：偶数月第３木曜日 ： ～ ： 13 30 16 00
●定　　員：６名（要予約）
●相談内容：成年後見制度や相続、土地の境界線等いろ
　　　　　　んなことを相談できます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●開設日時：毎月第３木曜日 ： ～ ： 13 00 15 30
●定　　員：６名（要予約）
●相談内容：多重債務や財産、交通事故等法律に関する
　　　　　　さまざまなことを相談できます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●開設日時：毎月第 ・ 木曜日 ： ～ ：2 4  13 00 16 00
●定　　員：なし
●相談内容：どんな相談でもお聞きします。専門的な相
　　　　　　談は適切な相談窓口をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●開設日時：毎月第２木曜日 ： ～ ： 13 00 16 00
●定　　員：なし
●相談内容：認知症やもの忘れのある人、知的や精神障
　　　　　　がいのある人で、役所等の手続きや日常的
　　　　　　な金銭管理などの不安に対して、自立した
　　　　　　生活を支援するための相談です。

・・・・・・・・

●開設日時：毎月第４木曜日 ： ～ ： 13 00 16 00
●定　　員：なし　
●相談内容：家庭等での介護について、どんなことでも
　　　　　　ご相談を受け付けます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  8日：おもちゃ病院（ゆうホール）
日：おこしやすこもれびプラザ13

（ほっとハウス「チエさん」）          
心配ごと相談           
福祉サービス利用援助事業相談           

日：親子ニコニコ子育てサロン17
日：弁護士無料法律相談20

司法書士無料法律相談           
日：ボランティア給食25
日：心配ごと相談・介護相談27
日：男ひとりの過ごし方　料理教室28

下旬：ひとり暮らし高齢者社会見学 

11日：おこしやすこもれびプラザ
          （ほっとハウス「チエさん」）

心配ごと相談           
福祉サービス利用援助事業相談           

日：ふれあい福祉まつり14
           おもちゃ病院（福祉まつり会場内）

日：弁護士無料法律相談18
日：ボランティア給食23
日：心配ごと相談・介護相談25

上旬：親子ニコニコ子育てサロン 

  6日：親子ニコニコ子育てサロン
日：災害ボランティアセンター発足式  7

及び記念講演会           
日：おこしやすこもれびプラザ  9

          （ほっとハウス「チエさん」）
心配ごと相談          

　 　　福祉サービス利用援助事業相談 
日：おもちゃ病院（ゆうホール）11
日：弁護士無料法律相談16
日：ボランティア講座18
日：心配ごと相談・介護相談23
日：ボランティア給食28
日：平成 年度第 回評議員会29 28 2

５月

月３

４月

　他制度の借り入れが難しい所得の少ない世帯等に、生活の安定と経済的自立を図るために必要な支援
として、生活福祉資金の貸付について相談を受け付けています。※下表の資金には貸付条件があり、世
帯状況や使途等によって貸付の可否を判断しますので、まずは社協へご相談ください。

【生活福祉資金制度の種類と主な内容】
概要

療養・転宅など一時的に必要な経費等がある場合に、利用できる貸付制度です。

必要な経費の内容によって、貸付額や返済期間等が違います。

緊急的かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に、利用できる小口資金の貸付制

度です。※ただし、困難となった理由によって利用は限定されます。

失業等よって就職活動中の世帯に、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を貸

付できる制度です。

学校教育法に規定する高校・大学等の入学金や授業料を支払うために必要な費用を貸

付できる制度です。※日本学生支援機構や府教委の教育資金など、他制度を優先して

利用していただくことが必要となります。

低所得の高齢者世帯に対して、現在暮らしている土地・建物を担保に生活資金の貸付

を行います。※貸付額は月 万円以内で土地評価額の ％までです。30 70

資金の種類

福祉資金

緊急小口資金

総合支援資金

教育支援資金

不動産担保型

生活資金

何でも相談受付中！



[この社協だよりは共同募金配分金の一部を使って、皆様にお届けしております。]

田口嗣郎 , 円                                34 500
河原崎博之 , 円                             20 000
久御山社交ダンス同好会 , 円           10 000
久御山町商工会 , 円                       20 000
久御山町グラウンドゴルフ連盟 , 円  29 700
久御山町自動車協議会 , 円              30 000
八久城地区自動車整備協議会 , 円     30 000
川﨑正夫 , 円                                20 000
黒川由美 , 円                                20 229
㈱スリーエスフーズ , 円                 38 000
社協募金箱 , 円                               3 212
いそざき歯科医院 歯ブラシ 本             100
河原崎博之 米 ㎏                               120
石塚義博 米 ㎏                                  240
芝田清 もち米 ㎏                                 60
京都淀ライオンズクラブ 軽自動車 台        1

手作り味噌 ㎏                                     10
中川璋一 卓球ゲーム セット                     2
山崎泰子 手編み膝掛 枚他                        3
匿名 ミニポーチ他 個                           29
匿名 手作りベビー用靴下                          
匿名 ゆず ㎏                                        20

ＪＡ京都やましろ女性部久御山支部

編

記

後

集

善意の寄付ありがとうございました

●くみやま社協だよりへのご意見、ご感想、
　とりあげてほしいテーマなどをお寄せください。

　久御山町社会福祉協議会は、万一の災害に備え迅速に被災者の支援に取
り組めるよう、また平常時には訓練の実施等さまざまな活動が行えるよう
に、３月７日に常設の災害ボランティアセンターを立ち上げします。今回は発足記念として講演会
を実施しますので、皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

「災害ボランティアセンター常設」
記念講演会にご参加ください！

　５月 日に開催す14
る第 回ふれあい福22
祉まつりに、新規に
参画いただける団体
を募集しています。
　福祉まつりは、福
祉施設や事業所、病
院、ボランティア団
体などの参画で毎年盛大に開催され、地域の
絆を実感できるイベントです。
　各種団体、施設、企業のみなさま、福祉ま
つりに新たに参画されませんか。お申込み・
ご相談をお待ちしています。

お問合せ・お申込み先
久御山町社会福祉協議会

： - - 　 ： - -TEL 075 631 0022 FAX 075 632 3001
Mail kumishakyo@poem.ocn.ne.jp：

参画要件
　福祉施設・病院・福祉関係団体・事業所
で、久御山町の地域福祉、地域医療活動を
積極的に進めている団体
　なお、所在地は、町内外を問いません。

ちょこっとの気持ちで！
～ボランティア講座の開催～

　社会福祉協議会では「ちょこっとの気持ちででき
るボランティア」をテーマに、ボランティア講座を
開催します。みなさんも「ボランティアのこと」知
ってみませんか？

　　３月 日(月)までに社会福祉13
　協議会へお申し込みください。
　　初めての方でも大丈夫！みな
　さん、お気軽にご参加ください。

日時：平成 年３月 日(土)　 時～ 時29 18 10 12

1 2場所：久御山町中央公民館２階　会議室 ・ 号

講師：あそびの工房もくもく屋
　　　事務局長　田川雅規氏
演題：お隣コミュニケーションのすすめ
　　　「お、それなら私にもできるかも」
　　　　～地域でつながり動く秘訣～


