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社会福祉法人 久御山町社会福祉協議会
〒613-0043　京都府久世郡久御山町島田ミスノ11番地
　　　　　　        (地域福祉センターさつき苑内)

TEL:075-631-0022  FAX:075-632-3001

くみやま社協だより

18回目の久御山町社会福祉大会
を開催しました

メールアドレス：kumishakyo@poem.ocn.ne.jp
ＨＰアドレス　：http://www.kyoshakyo.or.jp/kumiyama/
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　社会福祉大会を開催し、地域福祉活動へ貢献のあっ
た方々へ表彰状と感謝状の贈呈を行いました。
　記念事業では、銭太鼓や津軽三味線の演奏を披露い
ただくことができました。（記事の詳細は７面へ）

津軽三味線の演奏
三絃辰絃流家元　藤元辰也氏
津軽三味線の演奏
三絃辰絃流家元　藤元辰也氏

銭太鼓の演奏
長町樋ノ口連合自治会

銭太鼓サークルひまわり会

銭太鼓の演奏
長町樋ノ口連合自治会

銭太鼓サークルひまわり会
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平成29年度共同募金結果報告
　昨年の10月に実施した
「赤い羽根共同募金運動」
では、自治会や198社も
の町内企業、宇治久世医
師会、歯科医師会などの
多くの方々からお寄せい
ただいた「温かいお気持
ちとご理解」によって、
2,522,346円という多額の募金をいただくことが
できました。
　皆様からいただいた募金は、京都府共同募金会
を通じて久御山町内の地域福祉の充実に役立てら
　　　　　　　　　　　れています。
　　　　　　　　　　　　募金の配分先は、町内
　　　　　　　　　　　各学校の福祉教育や、就
　　　　　　　　　　　学前のお子さんや高齢者、
　　　　　　　　　　　障がい者の方々を対象と
　　　　　　　　　　　した各種事業の経費とし
　　　　　　　　　　　て活用されています。

　また一昨年からは、町内にお住いの男性の一人
暮らしの方を対象とした料理教室や、終い支度を
テーマとしたセミナ
ーなどの新たな事業に
も活用しています。
　皆様からいただいた
お気持ちを大切に、久
御山町の地域福祉推進
に尽力していきます。
皆様本当にありがとう
ございました。

大口募金にご協力いただいた町内企業等のみなさま大口募金にご協力いただいた町内企業等のみなさま（順不同・敬称略）

    募金種別
戸別募金(自治会より)

大口募金(企業など)

募金箱など
街頭募金
    合     計

実績額  　
1,391,380円
1,046,065円

60,713円
24,188円

2,522,346円

平成29年度赤い羽根募金運動実績

愛都交通㈱
アサヒフーズ㈱
石倉工業㈱
石豊造園土木㈱

(医)八仁会 久御山南病院
岩本興産㈱
魚佐商店
宇治久世医師会
宇治久世歯科医師会
宇治丸工運送㈱
エヌシー産業㈱
岡部㈱京都工場
奥野商事㈱
オークラ産業㈱
お食事処 葵
加賀爪電気
かがやきﾃﾞｲサービスセンター
鎰廣和
加藤運輸倉庫㈱
㈱アグティ
㈱朝日製作所
㈱一誠建設
㈱今村製作所
㈱尾崎モータース
㈱カネキ
㈱カワオカ製作所
㈱共栄アルミトーヨー住器
㈱キョーセイ
㈱京都新聞印刷
㈱京都プラテック
㈱京都冷蔵
㈱久御山シャーリング工場
㈱Ｋ・Ｓアルミ
㈱廣告社
㈱コーシン
㈱ゴードーキコー
㈱小西兵商店
㈱コプロス関西支店
㈱小峰急便
㈱坂川鈑金
㈱阪村機械製作所
㈱サニクリーン近畿京都工場
㈱さわらぎ
㈱さんおいけ
㈱三京製作所
㈱進栄
㈱伸興工作所
㈱新生工業

いすゞ自動車近畿㈱洛南事業本部

土橋電業㈱
トヨタL＆F近畿㈱
トヨタ部品京都共販㈱
長岡幸夫
西尾米穀店
西田製函㈱
ニック㈱
日進ケムコ㈱
日進工業㈱
日新工芸㈱
日鉄住金Ｐ＆Ｅ㈱
日本トーカンパッケージ㈱
日本道路㈱京滋営業所

ニューリー㈱
橋本自動車
原田鉱油㈱
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
丸三冷蔵㈱
丸山塗装㈱
マンナ運輸㈱
ムーミン
モータース北弥
モリミ加工機㈱
柳生接骨院
安田自動車工業㈱
山川㈱
ヤマト運輸㈱京都主管支店
㈲今西鉄工所
㈲ザ･マーク
㈲三起建設
㈲下村製作所
㈲大成機械製作所
㈲大和塗装
㈲辻製作所
㈲ニコーエンジニアリング
㈲穂積石油
㈲ポデール
㈲三好鉄工所
㈲山本製作所
㈲義定刃物
㈲吉田自動車工業
ユージー基材㈱
洛陽技研㈱
理容きりもと
ロビン美容室

日本郵便㈱久御山郵便局職員一同

京和ブロンズ㈱
近畿シコー㈱久御山工場
近畿特輸㈱
久御山金融会
久御山自動車工業
久御山町民生児童委員協議会
久御山モラロジー事務所
京神倉庫㈱久御山営業所
慶成接骨院
光栄堂

コスモ機器㈱
コタ㈱
珈琲ハウスとまと
コーベベビー㈱新京都工場
五洋精工㈱
近藤自動車工業㈱
サイクルショップスエヒロ
榊田自転車商会
佐山電設㈱
サンシティ久御山
七洋精工㈱
清水電設工業㈱

昭栄特殊染工㈱
城南工芸
新晃自動車工業㈱
シンシン薬局
親和産業㈱
杉江電機工業㈱
誠都運輸倉庫㈱
精和工業㈱
セファテクノロジー㈱
第一旭
田井自動車工業㈱
大同硝子興業㈱京都工場
ダイワ自動車工業㈱
高槻電器工業㈱
多来多来
田口興業㈱
田中住研
珠城運輸㈱

寺田文宗堂
東京定温冷蔵㈱
トウジ工業㈱
トータルシステムクラフト
東洋倉庫㈱
轟塗装工業㈱

(公社)久御山町シルバー人材センター

(福)八康会 特別養護老人ホーム楽生苑

デイサービスセンターリエゾン久御山ひしの里

㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス
㈱スリーエスフーズ
㈱セイワ工業
㈱セブン･エンジニアリング
㈱大京塗料商会
㈱ダイサブ
㈱大昇
㈱大末田中工務店
㈱髙田医科器械製作所
㈱中金
㈱椿本スプロケット
㈱ＤＧ工業
㈱寺本シャーリング
㈱徳田
㈱徳田製作所
㈱成田製作所
㈱ニシキ
㈱ニッカテクノ
㈱日本ジョイント
㈱日本チケットケース
㈱日本生物科学研究所
㈱野間製作所
㈱ハタイタ製作所
㈱巴山組
㈱藤林商店
㈱マウンテン
㈱マツモト
㈱ミナト
㈱モリタ製作所
㈱山城倉庫
㈱山田育苗園
㈱ヤマダペーパーセブン公団店

㈱ユー・エム・アイ
神谷米穀店
木原酒店
京栄ステンレス工業㈱
京寿楽庵㈱
京都ＥＩＣ㈱
京都機械工具㈱
京都樹脂精工㈱
京都ダイハツ販売㈱南店
京都パイル繊維工業㈱
京都日野自動車㈱

京南電装㈱
京料理うお梅
清山ハイパック
キョーワズ珈琲㈱

京都やましろ農業協同組合久御山町支店

㈱山本保雄商店久御山加工センター
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　新たな年を迎える時期に、福祉的な支援を必要
とする人のための活動として、明治39年に民生児
童委員が中心となってスタートした歳末たすけあ
い運動。今年度も、自治会等を通じて住民の皆様
から多額の募金をいただくことが出来ました。
　今年度、皆様よりいただいた募金は、生活困窮
世帯やひとり暮らし高齢者、在宅介護者等の方々
へ右図の通り配分しました。
　また、募金の配分とあわせて、年間を通じてご
寄付いただいた手作りのひざ掛けやソックス、ま
た歯ブラシなどの物品は町内の福祉施設を通じて
各利用者へお渡しいただきました。
　皆様、ご協力ありがとうございました。

福祉の支援が必要な人々のためにご協力
いただき、ありがとうございました

歳末たすけあい運動

① 生活困難世帯

② 福祉施設事業助成

③ おせち料理配食

④ 在宅寝たきり介護者

⑤ 地域福祉活動助成

⑥ 事務費

　合　　　　　計

8世帯

5施設

138名

30名

20団体

160,000円

125,000円

623,760円

90,000円

160,000円

23,902円

1,182,662円

　平成29年度歳末たすけあい募金配分結果

※京都淀ライオンズクラブ様から、おせち料理の調理費用

　として、50,000円の寄付がありました。

さつき苑デイサービスセンター
センター長　児玉春美さん

　　　　　　　　　　　　毎年久御山中・高校
　　　　　　　　　　　生の吹奏楽部の皆様を
　　　　　　　　　　　お迎えし、迫力のある
　　　　　　　　　　　演奏会をお聞きし、利
　　　　　　　　　　　用者様との楽しいクリ
　　　　　　　　　　　スマス会を開催してい
　　　　　　　　　　　ます。
　　　　　　　　　　　　皆様からお寄せいた
だいた配分金を活用させいただき、感謝いたし
ます。

配分を受けた団体からの”ありがとうメッセージ”

　毎週水・金曜日の夕
方にほっとハウス「ち
えさん」にて子ども食
堂を開催しています。
　久御山町の皆様から
の募金やご寄付によっ
て、親子共に一同に会
し、交流を図ることに
よって気持ちを新たにして、明日への活力につ
ながっています。

久御山町母子寡婦(さつき)会
　　　　会長　中井知子さん

　当団地ではひとり暮らし高齢者が多い中、参
　　　　　　　　　　　　加者が一堂に会して
　　　　　　　　　　　　ふれあいサロンを開
　　　　　　　　　　　　催し、手づくりゲー
　　　　　　　　　　　　ムと心のこもったぜ
　　　　　　　　　　　　んざいを振る舞って、
　　　　　　　　　　　　楽しい時間を過ごせ
　　　　　　　　　　　　ました。ありがとう
　　　　　　　　　　　　ございました。

下津屋団地地域福祉会
支部長　桑嶋進さん

　毎月、健康維持のためにゆる体操教室を開催
しています。
　今後の活動に向け
てアンケートを実施
し、配分金によって
参加者同士の親睦の
場を提供することが
できましたことを感
謝いたします。

久御山町ゆる体操クラブ
代表　島純子さん

歳末の時期に善意の贈り物 次回の配分に向けたお願い！

　平成29年中に受け付けた
手編み帽子や手づくり小物
などの寄付物品は、町内の
福祉団体や高齢者福祉施設
等に寄贈し、利用者の方々
へお渡しいただきました。

　今年の12月に行う配分に向けて、手作り
の品物などをご寄付してくださる人を募集
しています。よろしくお願いいたします。
　※ただし、ご寄付いただく物は、新品・未使
　　用のものに限らせていただいております。

お問い合わせ先
　久御山町社会福祉協議会075-631-0022
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障がい者の集いを
開催しました
　　　　　　　　　　　10月20日、町内にお住
　　　　　　　　　　まいの障がいのある人を
　　　　　　　　　　対象に、障がい者の集い
　　　　　　　　　　を開催し、31名の参加を
　　　　　　　　　　いただきました。
　　　　　　　　　　　当日行ったミニ運動会
では、４色のチームに分かれて玉入れや魚釣り
競争、パン食い競争などを笑顔いっぱい楽しそ
うに競われました。

　昼食をはさんで午
後からは、和音くみ
やま作業所の通所者
の皆さんの歌や合唱、
また、津田倶子さん
の腹話術、泉南京玉
すだれ同好会の皆さ
んの南京玉すだれを
披露していただき、
最後まで楽しい雰囲
気に包まれた１日に
なりました。

東角小と御牧小での
福祉体験学習

絆でお互いに見守る
大切さを学びました

　12月20日に東角小学校
と御牧小学校で実施され
た福祉体験学習に、町内
にお住いの視覚障がいの
ある方を講師として派遣
し、４年生の児童にお話
をしていただきました。
　目が見えない中での毎日の暮らしのことや、
盲学校に通っていた頃の話などを中心に、視覚
障がい者用の時計や携帯電話などの説明、点字
の体験など、１時限という短い時間の中で多く
のことをお伝えいただけました。
　児童からは、「自転車に乗れるの？」や「買
い物の支払いはどうするの？」といった多くの
質問があり、丁寧に回答されていました。
　　　　　　　　　　　　障がいのある方と直
　　　　　　　　　　　接関わることで理解が
　　　　　　　　　　　深まり、それが他人へ
　　　　　　　　　　　の優しい声かけや対応
　　　　　　　　　　　ができる成長へつなが
　　　　　　　　　　　っていくことを願って
　　　　　　　　　　　います。

御牧地区防災訓練
へ参画しました！

　　　　　　　　　　平成29年11月19日(日)、
　　　　　　　　　久御山町災害ボランティア
　　　　　　　　　センター運営委員会では、
　　　　　　　　　今回初めてこの御牧校区の
　　　　　　　　　防災訓練に参画し、災害ボ
　　　　　　　　　ランティアセンター運営の
一部分であるボランティア受付の訓練を実施し
ました。
　実際に想定されるセンター運営に非常に近い
形での訓練となり、また参加いただいた方には、
災害時に使用できる『ライト機能付きボールペ
ン』を配布し、災害ボランティアセンターの啓
発を行うなど、有意義な訓練となりました。

　久御山町災害
ボランティアセ
ンター運営委員
会では、次年度
においても引き
続き災害時を想
定した災害ボラ
ンティアセンタ
ーの運営を進めていきます。
　その際には、皆様ぜひともご参加ください。

　『「おかしい」「いつもとちがう」は命を救
う』をテーマに、平成29年度絆見守りネットワ
ーク全体研修会を開催したところ、地域福祉会
や協力事業所を始め、一般の参加者を合わせて
138名の方々にお越しいただきました。
　前半は、見守り事例の報告や落語家の笑福亭
晃瓶さんによる「笑いは近所から」と題した講
演、後半のワークショップでは、「私が気付い
た気になること」などをテーマに意見交換を行
いました。

　また見守り協力事業所に、新たに鍼灸・接骨
院やＵＲ関連事業所などの皆様が加わっていた
だきました。(事業所一覧はホームページに掲載中)
　今後も、町全体に見守りの輪を広げ、暮らし
を支え合う地域づくりに向けて、住民の皆様と
一緒に取り組んでいきます。
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頑張ってます！地域福祉活動

　大橋辺地域福祉会の福祉協力員の皆さん、サロン活動終了後の忙しい時間にお話をお聞かせいただき、誠に
ありがとうございました。ここには載せきれませんでしたが、大変長時間にわたってさまざまなお話を聞かせ
ていただくことができました。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。

　長年、地域の高齢者を対象としたサロン活動や訪問活動を続けてこられた功績に対して、大橋辺地域福祉会が京

都府社会福祉大会において、京都府社会福祉協議会長表彰を受賞されました。おめでとうございます。

　今回の「頑張ってます！地域福祉活動」では、大橋辺地域福祉会のみなさんに高齢者サロン活動への思いをお聞

きしています。

大
橋
辺
地
域
福
祉
会
福
祉
協
力
員

　
と
サ
ロ
ン
参
加
者
の
み
な
さ
ん

大橋辺地域福祉会

聞き手／大橋辺は他の地域と比べても、男性の参加者
が多いように感じるのですが、これは最初からですか。

　最初から、男性が活発に参加してくれてきまし
たね。逆に、女性が減ってきているように思いま
す。大橋辺の地域では男性が比較的元気なのかも
しれませんが、続けて参加しておられる方が多い
です。

聞き手／いきいきサロンや地域福祉会の活動をする上
で、気をつけていることって何かありますか。

　日常の声かけを大切にしています。「おはよう
さん」から「元気？」「大丈夫？」とか。だから
活動には興味を持ってくれていると思いますし、
そこから参加者が増えたらいいなぁと考えている
のですが、難しいですね。

聞き手／みなさんが、地域福祉会の活動をしていて楽
しかったことはどんなことですか。また逆にしんどか
ったことはありましたか。

　参加された人が笑顔になっていただけることが、
とっても嬉しいです。それが喜びであり、続けて
いける一つの糧になっていると思います。
　協力員自身もサロンでしゃべったり、笑ったり
することが、元気の素になっています。笑顔で接
することで、それが参加者からも帰ってきます。
ここのサロンでは、みんなが笑う！笑う！
　逆に辛かったことは、参加者が減っていくこと
です。一番多いときは22人いたけれど、今は13
人ぐらいになっていて、参加してもらえないこと
が一番辛いなぁ。参加者の勧誘方法なんかを研修
なんかで取り上げてもらえたら嬉しいです。

聞き手／協力員向けの研修として企画をしてみますね。
では最後になりますが、これからのサロン活動や地域
福祉会の活動をどのようにしたいと考えていますか。

　いきいきサロン以外にも、地域の皆さんが集え
る場所や機会を増やしていきたいと思います。そ
うすれば、今とは違った形で参加者や仲間が増え
るんじゃないかなぁと思っています。
　そして、認知症の話が聞ける機会や趣味の講座
なんかを大橋辺の集会所で実施してもらえるよう
にしたいと考えています。

聞き手／地域での勉強会などを開催されるのであれば、
職員の派遣もできますので、ぜひご相談ください。
今回の受賞を起点にして、また頑張っていただければ
と思います。ありがとうございました。

聞き手／受賞おめでとうございます。今回はこれまで
の活動についてお話をお聞かせください。
では、まず最初にみなさんがサロン活動に関わられた
当時のことを教えていただけますか。

　初めてサロン活動に関わったときは、みんなが
若かったこともあって、とっても楽しかったよう
に思います。そういえば、最初の頃、宮谷さんと
いう歌のボランティアさんが毎月来られていまし
たが、最近は来られなくなったのでやっぱり少し
さみしいですね。

聞き手／皆さんがサロン活動を始められたころからサ
ロンの時の机の配置は変わりませんね。

　当時はみんな若くて元気でしたし、参加者も多
くて20人以上おられたから、人数が多く入るこ
とのできる配置にしていたと思います。今は参加
者がちょっと減ってきていますけどね。

聞き手／大橋辺では、いきいきサロンの位置づけはど
のようになっていますか。住民の皆さんにサロンの開
催は知っていただいていますか。

　支部長が中心となってチラシを掲示板に貼って
いますし、民生委員さんも配ってくれています。
自治会からも回覧を回してもらっています。あと
は、日頃から顔を合わせた時に積極的に声かけを
しています。
　だから、サロン活動のことは多くの方に知って
もらっていると思うんですが、なかなか参加者が
増えていかないです。
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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

～ケアマネージャーから一言～
　良い介護を行うためには、介護者がお元気であることが重要です。そのために
は、全部を介護者が背負ってしまうのではなく、介護サービスを利用したり、相
談できる場所を作ることが大切と考えます。ケアマネジャーもその一人となれる
ように努力しておりますので、またぜひご相談ください。

Ｋさん(82歳)女性(介護保険申請中)
介護歴３年
82歳で要介護２の夫と二人暮らし

【ご自宅で介護されるようになった経緯】
　３年前に夫が脊柱管狭窄症になり歩けなくなり手術を行いました。入院時のリハビ

リをした事で不安定ではありますが、ある程度歩けるようになって退院しました。

　しかし、退院後間もなく、ネフローゼを発症して再度入院することになり、その時

に介護保険の申請を行いました。入院は半年以上かかって、筋力が著しく低下してし

まい、以前のように一人で海外旅行などに行っていた状態には戻らなくなり、現在に

至ります。

【日々の介護で困難だと感じること】
　私自身も転倒して腰椎の圧迫骨折をしてしまい、それからは夫の着替えなどの手伝

いをする時も、腰が痛くて介護しづらくなりました。以前はお風呂などの手伝いもし

ていましたが、今はできなくなってしまいました。また、夫は服用している薬のため

か、幻覚が見える時があるようで、そのたびに夫の訴えに合わせないといけないこと

がしんどいです。

　夫と一緒に自分も年齢を重ねてきて、介護することが難しくなってきており、今後

の生活に不安を感じる事があります。

【日々の介護から感じた事や得たもの】
　介護保険など必要ないと思っていましたが、実際に自宅での介護が必要な立場にな

り、今では大変ありがたく感謝しています。本人のわがまま気ままで言いたい放題を

聞いていると、テレビ等で報道されていますが、介護現場でいろいろな事件が起きる

事もなんとなくわかる気がします。

　個人個人色々な人がいて色々な考えや想いがあり、介護を行う側も介護をされる側

も、お互いの気持ちを受け入れる事が必要だと思います。

【在宅介護をながく続けていく為に必要な事は】
　我慢とプラス思考が大切だと思います。そして、どれだけ介護してあげたいと思っ

ていても、元気でなければ何もできないので、自分自身が健康である事もとても大切。

そして本人の意思を尊重することが最も大切だと思います。また、信頼して相談でき

るケアマネジャーも必要だと感じています。

　いつも、自分が介護してもらう側になった時、どうしてほしいかを考えながら夫の

介護をしています。

介護体験記
ージネ ャマ ーア のケ
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田口嗣郎　　　　　　　　                 　30,500円
㈱南山建設親睦会南友会　                 　30,000円
河原﨑博之　　　　　     　            　　10,000円
東角小学校４年生　　　　                 　15,700円
久御山社交ダンス同好会                 　　10,000円
久御山町グラウンドゴルフ連盟　           21,960円
久御山町自動車協議会　　              　　30,000円
八久城地区自動車整備協議会　              30,000円
川崎正夫　　　　　　　                 　　20,000円
黒川由美　　　　　                    　　　24,573円
㈱スリーエスフーズ　　              　　　45,000円
匿名(4件)　　　　　                   　　　43,026円
いそざき歯科医院   　             　　歯ブラシ100本
村瀬知加子              ハーブ花束、ハーブ鉢植え８鉢
河原崎博之　           　　　　　   　　　　米150㎏
JA京都やましろ女性部久御山支部  手作り味噌9.8㎏
匿名　　 　　　　　　　　　　　　手編み帽子55個
匿名　　　　　　　　　　　 　　   　　　ゆず15㎏
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善意の寄付ありがとうございました善意の寄付ありがとうございました　くみやま社協だよ
りへのご意見やご感
想、とりあげてほし
いテーマなどをお寄
せください。
　皆さんからのメッ
セージ、よろしくお
願いします！

１.表彰者
【社会福祉事業特別功労者】
　社会福祉協議会や町内福祉事業所の役職
員として長年にわたり社会福祉に貢献され
た方

　河崎　健治　　　　奥野　定男
　清山智津子　　　　信貴　哲介
　竹田　義治　　　　渡部　　恵
　山村　大作　　　　堀江　直幸
　石丸　智彦　　　　寺田美紀子
　藤原　好美　　　　児玉　春美
　遠山　友子

【民生委員・児童委員特別功労者】
　民生児童委員として長年にわたり社会福
祉に貢献された方

　魚見　映子　　　　大西　孝司
　安藤　芳子　　　　西尾　　正

２.感謝状贈呈者
【社会福祉事業協力者・奉仕者】
　社会福祉協議会の部会、委員会委員とし
て長年にわたり社会福祉に貢献された方。
また社会福祉の増進のため長年にわたり活
動されている団体や個人

　鵜ノ口美代子　　　小西　孝男
　寳田　尚久　　　　辻村　忠雄
　前田　成美　　　　小川　映子
　小寺　道夫　　　　髙月　裕子
　西村　昌彦　　　　三日月博行
　久御山団地地域福祉会
　下津屋サンハイツ地域福祉会
　要約筆記「グー」
　久御山ハーモニー

【社会福祉事業協力者・寄付者】
　社会福祉の増進のために多額の金品の寄
付をされた方

　上野　道子　　　　川崎　正夫
　河原﨑博之　　　　辻　　　徹
　中村　義且　　　
　京都城陽ロータリークラブ
　京都淀ライオンズクラブ
　久御山町グラウンドゴルフ連盟
　久御山町自動車協議会
　久御山道経塾同友会
　和音くみやま作業所保護者会
　㈱スリーエスフーズ
　㈱南山建設親睦会南友会

　平成30年２月20日、第18回久御山町
社会福祉大会を開催し、久御山町の地
域福祉活動に貢献のあった44件の個人
と団体へ表彰状と感謝状の贈呈を行い
ました。
　当日は100名を超える参加をいただ
き、式典後の記念事業での銭太鼓や津
軽三味線の演奏を楽しまれました。
　受賞者のみなさん、おめでとうござ
いました。また、今後とも久御山町の
地域福祉へ変わらずご尽力賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。




