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舞鶴市共同募金委員会事務局、舞鶴災害ボランティアセンター

　皆さまからいただいた歳末友愛運動募金の
助成金を活用し、地区にお住まいのひとり暮
らし高齢者や障がいのある方など約50世帯に
向けて、平成22年から取り組まれています。
　お餅にお手紙を添えて1件ずつ訪問されてお
り、地区の方同士による安否確認や親睦の貴
重な機会になっています。

（表紙） 
福祉健康推進会（八戸地のボランティア
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　12月3～9日の障害者週間では、障がい者福祉への理解と関心を深　12月3～9日の障害者週間では、障がい者福祉への理解と関心を深
めるために、関係機関・団体が「障害者ふれあい行動デイ実行委員会」めるために、関係機関・団体が「障害者ふれあい行動デイ実行委員会」
を結成して啓発活動を行っており、今年で37回目を迎えました。を結成して啓発活動を行っており、今年で37回目を迎えました。
　集会（講演・舞台発表）、街頭啓発や横断幕等による広報啓発活動な　集会（講演・舞台発表）、街頭啓発や横断幕等による広報啓発活動な
ど様々な取組を実施しました。ど様々な取組を実施しました。

想像をはるかに超える被害状況でした

障害者週間を前に、ボランティアにより市内
各所にのぼり旗・横断幕を設置しました。

11月30日（土）には、らぽーるとバザール
タウンに分かれて、関係団体約50名で
街頭啓発活動を実施しました。

12月3日（火）には中総合会館で集会を開催し、約140名の方にご参加いただき
ました。みずなぎ鹿原学園、肢体障害者協会（東福祉会）による舞台発表や、
「障がいのある方の暮らしやすい社会」をテーマにした府職員による講演が
行われました。

　舞鶴災害ボランティアセンター（本会ほか3団体で構成）で　舞鶴災害ボランティアセンター（本会ほか3団体で構成）で
は、日本財団の助成金を利用して、台風19号の被災地支援のは、日本財団の助成金を利用して、台風19号の被災地支援の
ため長野市にボランティアバスを運行し、11月2日（土）・3日ため長野市にボランティアバスを運行し、11月2日（土）・3日
（日）の2日間、京都府北部を中心に集まった22名の参加者（日）の2日間、京都府北部を中心に集まった22名の参加者
により支援活動を行ってきました。により支援活動を行ってきました。
　主に活動した穂保地区は、千曲川の決壊地点からほど近　主に活動した穂保地区は、千曲川の決壊地点からほど近
い場所で、170センチ余り浸水し、多いところでは20センチい場所で、170センチ余り浸水し、多いところでは20センチ
を越える泥が床下、庭、りんご畑に堆積していました。を越える泥が床下、庭、りんご畑に堆積していました。
　活動内容は被災世帯の泥出しや濡れた家財の運び出しな　活動内容は被災世帯の泥出しや濡れた家財の運び出しな
どで、まだまだ多くのボランティアの支援が必要な状況でした。どで、まだまだ多くのボランティアの支援が必要な状況でした。
　被災された方々の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。　被災された方々の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
　また、今回の災害ボランティ　また、今回の災害ボランティ
アにご参加・ご協力いただいたアにご参加・ご協力いただいた
皆さまありがとうございました。

被災地支援に行ってきました（11/1～11/3 長野市）

障害者週間（12/3～12/9）啓発事業
みんなですすめよう 共に生きるまちづくりを

ま りがとう ざ まし

障害者ふれあい行動デイ実行委員会障害者ふれあい行動デイ実行委員会

舞鶴市身体障害者団体連合会、舞鶴市ボランティアセンター、舞鶴市身体障害者団体連合会、舞鶴市ボランティアセンター、
舞鶴社会福祉施設連絡協議会、舞鶴市身体障害者福祉センター、舞鶴社会福祉施設連絡協議会、舞鶴市身体障害者福祉センター、
舞鶴市、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会舞鶴市、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会
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　舞鶴市ボランティアセンターでは、市内のフリースクール「聖母の小さな学校」を　舞鶴市ボランティアセンターでは、市内のフリースクール「聖母の小さな学校」を
運営されている梅澤良子先生をお迎えし、センターに登録されている方を対象に交運営されている梅澤良子先生をお迎えし、センターに登録されている方を対象に交
流研修会を開催しました。流研修会を開催しました。
　梅澤先生は、平成元年の開校以来250 名以上の不登校生徒に寄り添って来られま　梅澤先生は、平成元年の開校以来250 名以上の不登校生徒に寄り添って来られま
した。今回の講演では、誰も信用できず心も身体も限界だった子どもたちが、自分した。今回の講演では、誰も信用できず心も身体も限界だった子どもたちが、自分
と向き合うことにより、徐々に自分を好きになっていく様子や、社会のあるべき姿なと向き合うことにより、徐々に自分を好きになっていく様子や、社会のあるべき姿な
どについてお話しいただきました。どについてお話しいただきました。
　また今回、講演に加えて「地域のために何をしたいか」をテーマにグループワーク　また今回、講演に加えて「地域のために何をしたいか」をテーマにグループワーク
も行い、日頃の活動の枠を超えた交流もできました。も行い、日頃の活動の枠を超えた交流もできました。

ボランティア交流研修会を開催しました
（11/14 中総合会館）

　市内でサロンを運営されている方や、これからサロンを始めてみたい方に向けて交流　市内でサロンを運営されている方や、これからサロンを始めてみたい方に向けて交流
会を開催します。会を開催します。
　今回の交流会では、本会へよく寄せられる「サロンで何をすれば良いか分からない」　今回の交流会では、本会へよく寄せられる「サロンで何をすれば良いか分からない」
「サロンでの活動がマンネリ化している」というお悩みの参考になればと、脳トレや、「サロンでの活動がマンネリ化している」というお悩みの参考になればと、脳トレや、
本会が貸し出しているレクリエーション機材でのゲームなどを企画しました。本会が貸し出しているレクリエーション機材でのゲームなどを企画しました。
　いっぱい身体を動かし、お喋りして、楽しいひとときを過ごしませんか？　いっぱい身体を動かし、お喋りして、楽しいひとときを過ごしませんか？
　皆さまのご参加をお待ちしています！　皆さまのご参加をお待ちしています！

ふれあいサロン交流研修会を開催します

令和2年令和2年 2月13日（木）2月13日（木）
13：30～15：3013：30～15：30

中総合会館3階　集団健診室中総合会館3階　集団健診室

サロンを運営されている方、サロンを運営されている方、
サロン活動に関心のある方など（50名程度）サロン活動に関心のある方など（50名程度）

脳トレ、レクリエーション、交流会脳トレ、レクリエーション、交流会

無料無料

舞鶴市社会福祉協議会（62-7044）へ舞鶴市社会福祉協議会（62-7044）へ
お電話をお願いします。お電話をお願いします。

日 時日 時

場 所場 所

対 象対 象

内 容内 容

申込先申込先

参加費参加費

26名の方にご参加いただきました

昨年のサロン交流会では笑いヨガを行いました

梅澤先生からの主なお話

聖母の小さな学校聖母の小さな学校
梅澤 良子 先生梅澤 良子 先生
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松尾先生からの主な講義内容

～

地域支えあいサポーター養成講座を開催しました
（11/16 中総合会館）

　府内各地でサロン活動などを行っている方の交流研修を目的とした「きょうと地域福祉活動実践交流会」が、　府内各地でサロン活動などを行っている方の交流研修を目的とした「きょうと地域福祉活動実践交流会」が、
「地域福祉の歴史」をテーマに京都府丹後文化会館（京丹後市）で開催され、舞鶴市からは、地域サロン運営者、ボ「地域福祉の歴史」をテーマに京都府丹後文化会館（京丹後市）で開催され、舞鶴市からは、地域サロン運営者、ボ
ランティア活動者、地域支えあいランティア活動者、地域支えあい
サポーターなど29名が参加しまサポーターなど29名が参加しま
した。した。
　昭和から平成、そして令和へ変　昭和から平成、そして令和へ変
わる中で失われつつある「隣近所わる中で失われつつある「隣近所
での支え合い」の心を、個人の人での支え合い」の心を、個人の人
権やプライバシーにも配慮しなが権やプライバシーにも配慮しなが
ら取り戻し、「新しいカタチの支えら取り戻し、「新しいカタチの支え
合い」を進めていくことの大切さ合い」を進めていくことの大切さ
を学ぶ貴重な機会となりました。を学ぶ貴重な機会となりました。 今年の交流会は、府内から約600名の方が参加されました

第8回きょうと地域福祉活動実践交流会に
参加しました（12/7 京丹後市）

大いに交流もできました

夢こらぼ主宰夢こらぼ主宰
松尾 やよい 先生松尾 やよい 先生

皆で支え合うあたたかい地域づくりのために、サポーターの皆さま今後ともよろしくお願いします！
また、日常生活の中で困りごとを抱えておられる方は、いつでも社会福祉協議会へご相談ください！
皆で支え合うあたたかい地域づくりのために、サポーターの皆さま今後ともよろしくお願いします！
また、日常生活の中で困りごとを抱えておられる方は、いつでも社会福祉協議会へご相談ください！
皆で支え合うあたたかい地域づくりのために、サポーターの皆さま今後ともよろしくお願いします！
また、日常生活の中で困りごとを抱えておられる方は、いつでも社会福祉協議会へご相談ください！

　「地域支えあいサポーター」とは、地域での孤立を防ぎみんなが安心して暮らせ　「地域支えあいサポーター」とは、地域での孤立を防ぎみんなが安心して暮らせ
るように、依頼があった世帯でのお話相手・ゴミ出し・掃除や、身近な地域での見るように、依頼があった世帯でのお話相手・ゴミ出し・掃除や、身近な地域での見
守り・声かけなどを行うボランティアのことです。平成25年度から本会が始めた仕守り・声かけなどを行うボランティアのことです。平成25年度から本会が始めた仕
組みで、現在51名の方に登録・活動いただいております。組みで、現在51名の方に登録・活動いただいております。
　今回で6回目となる養成講座は、神戸市を拠点に地域福祉などの研修・講演を　今回で6回目となる養成講座は、神戸市を拠点に地域福祉などの研修・講演を
行っている団体「夢こらぼ」の松尾やよい先生を講師にお迎えし、「お互いさまの支行っている団体「夢こらぼ」の松尾やよい先生を講師にお迎えし、「お互いさまの支
えあい」をテーマに開催したところ22名の方に受講いただきました。えあい」をテーマに開催したところ22名の方に受講いただきました。
　講演は、誰もが共感できる日常生活でのエピソードなどをもとに進められ、終始　講演は、誰もが共感できる日常生活でのエピソードなどをもとに進められ、終始
大きな笑い声が響き渡っていました。受講いただいた皆さんからは、「忘れかけてい大きな笑い声が響き渡っていました。受講いただいた皆さんからは、「忘れかけてい
た『地域での助け合い』という大切なことを思い出せた」「地域の高齢者を気にかた『地域での助け合い』という大切なことを思い出せた」「地域の高齢者を気にか
け、もっとコミュニケーションを取っていきけ、もっとコミュニケーションを取っていき
たい」などたくさんのご意見をいただくとたい」などたくさんのご意見をいただくと
ともに、新たに15名の方にサポーター登録ともに、新たに15名の方にサポーター登録
いただきました。いただきました。
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　舞鶴市社会福祉協議会では、認知症、知的障がい、精神障がいなど（以下「認知症など」と言います。）で判　舞鶴市社会福祉協議会では、認知症、知的障がい、精神障がいなど（以下「認知症など」と言います。）で判
断能力が不十分な方を支援するため「福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）」を実施するとと断能力が不十分な方を支援するため「福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）」を実施するとと
もに、舞鶴市から「舞鶴市成年後見支援センター」の運営を受託しています。もに、舞鶴市から「舞鶴市成年後見支援センター」の運営を受託しています。
　この2つの制度は一見よく似ていますが、それぞれの内容（できること）や利用方法に　この2つの制度は一見よく似ていますが、それぞれの内容（できること）や利用方法に
ついてどのような違いがあるのかご説明します。ついてどのような違いがあるのかご説明します。

「福祉サービス利用援助事業」と「成年後見制度」

「令和元年度 成年後見セミナー」を開催します！

　「どんな福祉サービスがあるのかよく分からない」「公　「どんな福祉サービスがあるのかよく分からない」「公
共料金などの支払いが不安」「親の入院費を支払うため共料金などの支払いが不安」「親の入院費を支払うため
の預貯金が引き出せない」「親が消費者被害にあわないの預貯金が引き出せない」「親が消費者被害にあわない
か心配」といったお悩みを抱えておられる場合は、お気か心配」といったお悩みを抱えておられる場合は、お気
軽にご相談ください！軽にご相談ください！
　社会福祉協議会では、みんなが安心して暮らせる地域　社会福祉協議会では、みんなが安心して暮らせる地域
を目指し、ご本人の意思決定支援を基本に置いた権利擁を目指し、ご本人の意思決定支援を基本に置いた権利擁
護の推進に努めています。護の推進に努めています。

こんな困りごと・心配ごとありませんか？

項　　目項　　目

対 象 者対 象 者

費　　用費　　用

援助の内容援助の内容

担 い 手担 い 手

手続き等手続き等

福祉サービス利用援助事業福祉サービス利用援助事業 成年後見制度成年後見制度
判断能力が一定程度あるが（契約内容を理解判断能力が一定程度あるが（契約内容を理解
できる程度）、支援が必要な方できる程度）、支援が必要な方

判断能力が不十分な方判断能力が不十分な方

●社会福祉協議会に相談・申込み社会福祉協議会に相談・申込み
●本人と社会福祉協議会が契約本人と社会福祉協議会が契約

●4親等内の親族等による家庭裁判所への申立て親等内の親族等による家庭裁判所への申立て
●家庭裁判所の判断により後見等の開始を決定家庭裁判所の判断により後見等の開始を決定

社会福祉協議会の職員（専門員、生活支援員）社会福祉協議会の職員（専門員、生活支援員）
成年後見人等（家庭裁判所が選任した親族や成年後見人等（家庭裁判所が選任した親族や
弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職）弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職）

●預貯金通帳の払出しや公共料金の支払い預貯金通帳の払出しや公共料金の支払い
　など　など日常生活に関する金銭管理の支援日常生活に関する金銭管理の支援を
　します。　します。
●各種の福祉制度に関する情報提供や助言各種の福祉制度に関する情報提供や助言
　などの相談、　などの相談、利用手続きの支援利用手続きの支援をします。をします。
●通帳や年金証書などの書類を預かります。通帳や年金証書などの書類を預かります。

●預貯金の管理や不動産の処分、消費者被害の預貯金の管理や不動産の処分、消費者被害の
　取消しなど　取消しなど財産管理全般財産管理全般を行います。を行います。
●福祉サービスや施設の利用、入院に関する福祉サービスや施設の利用、入院に関する
　契約など契約など生活に必要な手続き（身上監護）生活に必要な手続き（身上監護）を
　行います。　行います。

月に数千円程度（課税状況による免除あり）月に数千円程度（課税状況による免除あり）
本人の財産状況や成年後見人等の活動状況など本人の財産状況や成年後見人等の活動状況など
により家庭裁判所が決定。により家庭裁判所が決定。

令和2年令和2年 1月25日（土）1月25日（土）10：00～12：0010：00～12：00
中総合会館3階　303会議室中総合会館3階　303会議室

「成年後見制度」と「遺言・相続」についての講演「成年後見制度」と「遺言・相続」についての講演

（公社）成年後見センター・リーガルサポート京都支部 （公社）成年後見センター・リーガルサポート京都支部 
司法書士 小川 雅史 氏司法書士 小川 雅史 氏

無料無料

舞鶴市成年後見支援センター（舞鶴市社会福祉協議会内、62-5530）へお電話をお願いします。舞鶴市成年後見支援センター（舞鶴市社会福祉協議会内、62-5530）へお電話をお願いします。

日 時日 時

場 所場 所

内 容内 容

講 師講 師

申込先申込先

参加費参加費

市民の皆さまに向けて下記のとおりセミナーを開催します。ご参加をお待ちしています！市民の皆さまに向けて下記のとおりセミナーを開催します。ご参加をお待ちしています！
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　この地域では、住みやすい地域づくりのためにさまざまな活動をされていま　この地域では、住みやすい地域づくりのためにさまざまな活動をされていま

す。今回は、朝来と志楽地区のサロンにお邪魔しました。それぞれ地域住民同士す。今回は、朝来と志楽地区のサロンにお邪魔しました。それぞれ地域住民同士

で協力し、笑顔あふれるサロンを運営しておられます。で協力し、笑顔あふれるサロンを運営しておられます。

【活動日時】 月3回（第回（第2木曜、第木曜、第3水曜、第水曜、第4木曜）木曜）
それぞれそれぞれ1日2回実施回実施
（1010：0000～1111：3030、1313：3030～1515：3030）

【活動場所】 清水元会館清水元会館
【参 加 費】 100100円（お茶菓子付き）円（お茶菓子付き）
【活動内容】 健康体操、ダンス、生け花等健康体操、ダンス、生け花等
【問合せ先】 090-2010-2800 090-2010-2800（山本さん）（山本さん）

　大浦・朝来・志楽地域は3つの小学校区を含む地域で、人口は10,131人、そのうち　大浦・朝来・志楽地域は3つの小学校区を含む地域で、人口は10,131人、そのうち
65歳以上の高齢者は3,195人（高齢化率31.5％）です（平成31年4月1日現在）。65歳以上の高齢者は3,195人（高齢化率31.5％）です（平成31年4月1日現在）。

いきいきサロン（朝来新町）

【活動日時】 月2回（不定期）（不定期）
【活動場所】 鹿原西集会所鹿原西集会所
【参 加 費】 300300円（内容によって異なります）円（内容によって異なります）
【活動内容】 茶話会、歌、演奏、朗読等茶話会、歌、演奏、朗読等

ふれあいサロン（鹿原西）

大浦・朝来・志楽地域では、体操、カラオケ、子育て、囲碁、詩吟など約30のサロンが定期的に
活動をされています。「サロンに参加してみたい」とお考えの方はいつでも本会までご相談
ください。お近くのサロンをご紹介します！

※ ※ 「ふれあいサロン」に関するお問い合わせは、「ふれあいサロン」に関するお問い合わせは、
　舞鶴市社会福祉協議会（　舞鶴市社会福祉協議会（62-704462-7044）までお願いします。）までお願いします。

活動者からの一言

活動者
からの
一言
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倉梯・倉二・与保呂
地域包括支援センター
【住　　所】 舞鶴市字行永1792番地
【電話番号】 0773－77－5002
【営業時間】 午前8時30分～午後5時30分
【定 休 日】 土・日曜日／12月31日～1月3日

倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センターの職員の皆さん

　この地域を管轄する倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター（（福）大樹会が舞鶴市から受託）では、地域　この地域を管轄する倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター（（福）大樹会が舞鶴市から受託）では、地域

住民の声を大切にし、さまざまな機関と連携しながら、高齢の方やそのご家族を支援しています。住民の声を大切にし、さまざまな機関と連携しながら、高齢の方やそのご家族を支援しています。

　今回は、センター職員の皆さんに、地域の課題や取組についてお話をうかがってきました。　今回は、センター職員の皆さんに、地域の課題や取組についてお話をうかがってきました。

　倉梯・倉二・与保呂地域は3つの小学校区を含む地域で、人口は15,221人、そのう　倉梯・倉二・与保呂地域は3つの小学校区を含む地域で、人口は15,221人、そのう
ち65歳以上の高齢者は4,650人（高齢化率30.6％）です（平成31年4月1日現在）。ち65歳以上の高齢者は4,650人（高齢化率30.6％）です（平成31年4月1日現在）。

Ｑ1.地域の課題について教えてください。
Ａ. . 身近で相談できる人や参加できる場身近で相談できる人や参加できる場
所、移動手段が無いことなどから起こ所、移動手段が無いことなどから起こ
る｢社会的孤立社会的孤立｣が増えています。が増えています。
　孤立した状態が続くと、健康悪化や　孤立した状態が続くと、健康悪化や
生きがいの喪失など、重大なリスクを生きがいの喪失など、重大なリスクを
招きやすくなります。招きやすくなります。

Ｑ2.課題解決のために、地域包括支援セ
ンターとして取り組んでいることを
教えてください。

Ａ. . 相談内容が多様化している中で、必要相談内容が多様化している中で、必要
な支援につながるよう他機関との連な支援につながるよう他機関との連
携を大切にしています。具体的には、携を大切にしています。具体的には、
専門職の方に加えて、民生委員、自治専門職の方に加えて、民生委員、自治
会の皆さんも一緒に会の皆さんも一緒に｢地域ケア会議地域ケア会議｣
を開催し、地域の課題や情報の共有にを開催し、地域の課題や情報の共有に
努めています。努めています。
　また、孤立を防ぐには、地域での関　また、孤立を防ぐには、地域での関
係をつなぎとめることや、見守りの目係をつなぎとめることや、見守りの目
を増やすことが必要です。そのためにを増やすことが必要です。そのために
も、サロン運営者の意見交換会などをも、サロン運営者の意見交換会などを
定期的に行っています。定期的に行っています。

Ｑ3.どのような地域を目指していますか。
Ａ. . ニーズに合ったたくさんの「参加できる場ニーズに合ったたくさんの「参加できる場
所」があり、住民が持てる力を発揮しながら所」があり、住民が持てる力を発揮しながら
「支え合い」ができる地域を目指しています。「支え合い」ができる地域を目指しています。

Ｑ4.地域の皆さんに一言メッセージをお願い
します。

Ａ. . より多くの方により多くの方に
足を運んでいた足を運んでいた
だけるよう、まちだけるよう、まち
なかの古民家になかの古民家に
移転して移転して1年半年半
が経ちました。敷が経ちました。敷
地内には、（福）大樹会が運営するグループデ地内には、（福）大樹会が運営するグループデ
イや放課後デイサービスなども併設し、福祉イや放課後デイサービスなども併設し、福祉
のプラットフォーム『みんなの家』として再のプラットフォーム『みんなの家』として再
出発しています。皆さ出発しています。皆さ
んにとって身近な場んにとって身近な場
所であり、より安心し所であり、より安心し
て相談できるセンタて相談できるセンタ
ーになるよう職員一ーになるよう職員一
同頑張ります！同頑張ります！

私たちは、地域で暮らす皆私たちは、地域で暮らす皆
さんの声を聴くことを大さんの声を聴くことを大
切にしています。切にしています。
これからもたくさんお話これからもたくさんお話
をお聴きし、地域のことををお聴きし、地域のことを
一緒に考えていきます！一緒に考えていきます！

社協より 　今回お話をうかがって、住民の声を大切にし
ながら地域での孤立を防いでいくという、職員
の皆さんの熱い気持ちが伝わってきました。
　社協も、地域包括支援センターと連携をとり
ながら、誰もが安心できる地域づくりを目指し
ます！
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ボランティア体験教室を開催します

令和2年令和2年 2月29日（土）2月29日（土）
13：30～15：3013：30～15：30
中総合会館3階　集団健診室中総合会館3階　集団健診室
ボランティア活動に関心のある方（50名程度）ボランティア活動に関心のある方（50名程度）
車イス操作、アイマスクを付けた方の付添い、車イス操作、アイマスクを付けた方の付添い、
認知症の方への声かけ体験など（予定）認知症の方への声かけ体験など（予定）
無料無料
舞鶴市ボランティアセンター（舞鶴市社会福祉舞鶴市ボランティアセンター（舞鶴市社会福祉
協議会内、62-7044）へお電話をお願いします。協議会内、62-7044）へお電話をお願いします。

　ボランティア活動者が年々減少し、高齢化している中、新たに活動を始める方が増えてほしい。そんな思いから、　ボランティア活動者が年々減少し、高齢化している中、新たに活動を始める方が増えてほしい。そんな思いから、
昨年、ボランティアセンターでは体験教室を開催し、手話と子どもによるアロママッサージを体験していただきました。昨年、ボランティアセンターでは体験教室を開催し、手話と子どもによるアロママッサージを体験していただきました。
参加された方からの「楽しかった」「他の体験もしてみたい」というご意見を受けて、今年も体験教室を開催します。参加された方からの「楽しかった」「他の体験もしてみたい」というご意見を受けて、今年も体験教室を開催します。
　最近、施設訪問などのボランティアニーズが高まっていることから、今回の教室では、車イスの操作や、認知症　最近、施設訪問などのボランティアニーズが高まっていることから、今回の教室では、車イスの操作や、認知症
の方と出会ったときの声かけなどを体験していただきます。の方と出会ったときの声かけなどを体験していただきます。
　これを機に、新たな一歩を踏み出してみませんか？皆さまのご参加をお待ちしています！　これを機に、新たな一歩を踏み出してみませんか？皆さまのご参加をお待ちしています！

「赤い羽根共同募金」「歳末友愛運動募金」に
ご協力いただきありがとうございました

　10月1日からスタートした「赤い羽根共同募金」、11月21日からスタートした「歳末友愛運動募金」の運動期間　10月1日からスタートした「赤い羽根共同募金」、11月21日からスタートした「歳末友愛運動募金」の運動期間
が終了しました。各世帯からに加え、企業、学校、街頭等でもご協力をいただき誠にありがとうございました。が終了しました。各世帯からに加え、企業、学校、街頭等でもご協力をいただき誠にありがとうございました。
お寄せいただいた募金は、お寄せいただいた募金は、
地域福祉活動に有効活用さ地域福祉活動に有効活用さ
せていただきます。せていただきます。
　募金運動の結果について　募金運動の結果について
は、次号（208号）や本会は、次号（208号）や本会
ホームページ、町内回覧等ホームページ、町内回覧等
で報告させていただきます。で報告させていただきます。

〈令和元年9月21日～令和元年12月25日受領分〉

thanks

貴重なご芳志をありがとうございました。貴重なご芳志をありがとうございました。
有意義に活用させていただきます。有意義に活用させていただきます。

ご寄付を
いただいた方々

社協facebookへ
「いいね！」をお願いします

● 国際ソロプチミスト舞鶴様国際ソロプチミスト舞鶴様
● ハーモニーデイサービスセンター様ハーモニーデイサービスセンター様
● 舞鶴市老人クラブ連合会様舞鶴市老人クラブ連合会様
● 匿名　4名様匿名　4名様

10,000円10,000円
23,786円23,786円
30,000円30,000円
542,928円542,928円

合計合計 606,714606,714円

日 時日 時

場 所場 所

対 象対 象

内 容内 容

申込先申込先

参加費参加費

上記QRコードから
ご覧いただけます

　本会のフェイスブックでは、本会や舞鶴市ボランティ　本会のフェイスブックでは、本会や舞鶴市ボランティ
アセンターが実施する地域福祉活動のほか、舞鶴市共アセンターが実施する地域福祉活動のほか、舞鶴市共
同募金委員会が実施する募金運同募金委員会が実施する募金運
動や助成金案内などについても情動や助成金案内などについても情
報発信していますので、皆さまの報発信していますので、皆さまの
「いいね！」をお願いします！「いいね！」をお願いします！

舞鶴港とれとれセンターでの街頭募金活動の
様子（10月5日）

まいてフェスタでの募金活動の様子
（11月10日 舞鶴市中総合会館）

昨年のボランティア体験教室での手話の様子
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