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南京玉すだれ　中川　桂子　氏 ピアノ弾き語り　木村　梨花　氏

平成29年 9 月 5 日

和束町社会福祉協議会では、皆様のご協力、ご参加
をいただきながら各種の事業を行っております。
和束町社会福祉協議会では、皆様のご協力、ご参加
をいただきながら各種の事業を行っております。

　京都府社会福祉大会が京都テルサで開催され、下記
の方々が受賞されました。
●京都府社会福祉協議会会長表彰
　社会福祉事業特別功労者
　岡田　勇　様（和束町社会福祉協議会役員）
　ボランティア功労者
　株式会社　大北リサイクル

第66回京都府社会福祉大会

平成29年 9 月 16 日

　「みんなで創ろう“ふるさと和束”敬老・福祉のつどい2017」を主催　和束町・和束町社会福祉
協議会　共催　和束町商工会で開催しました。
　また、和束町社会福祉協議会から数え88歳の30名の方へ米寿記念品を贈呈し、ご長寿をお祝い
しました。

平成29年度　敬老・福祉のつどい2017

悪は進化します！負けるな善良市民！
　松竹芸能株式会社　所属
　NPO法人上方落語支援の会　上方落語協会代表

笑福亭　松枝 氏

記念講演会
記念講演会

アトラクションアトラクション

平成29年 11 月 28 日

　ボランティア、各種団体から116名のご参加で府道及び主
要幹線、地域内の清掃を行っていただきました。100キロの
ゴミを回収できました。

第29回「街を美しくする運動」清掃活動

平成29年 12 月 23 日

　児童福祉部会主催で、小学生と一人暮らし高齢者を対象に
33名の参加をいただきました。
　木のクリスマスツリーづくりや奈良大学落語研究会の落
語、ビンゴゲームで楽しく過ごしていただきました。

クリスマス会

平成30年 1 月 16 日

　和束小学校５年生を対象に車いす介助の仕方を内容に介助
者の心がまえと車いすで段差、スロープを使っての介助等の
体験をとおして学んでいただきました。

車いす体験授業

平成29年 12 月 1 日

　和束中学校と共催で、牛乳パックを再利用して
137枚の年賀状を作っていただきました。
　お正月に一人暮らし高齢者宅に届きました。

一人暮らし高齢者への年賀状づくり

平成30年 1 月 18 日

　児童福祉部会主催で小学生と和束町グラウンドゴルフクラ
ブ及びボランティアの34名の参加をいただきました。みなさ
ん真剣勝負！ホールインワンも出ました。お見事！

多世代交流グラウンドゴルフ大会
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　今年度から弁当の包みを和束小学校の保健福祉委員会からイラストやコメントを書いた包み
紙になりました。
　その一部をご紹介！

　心温まる包み紙に利用者の方から喜びの声をいただいています。

　交通安全教室、消費生活安全教室、パソコン・スマホなんでも相談、マジックショー、料理交流
会、耳つぼ・心のケア、映画鑑賞などなど・・・社協職員が当番制で企画しています。

平成30年 3 月 6 日

　老人福祉部会主催で、一人暮らし高齢者を対象に配
食サービスボランティアさんとの交流を目的に開催し
ました。食生活改善推進員わかば会さんから一品料理の指導と昼食は
お鍋を囲み、午後から加茂プラネタリウム館でゆっくり楽しまれました。

およばれ料理交流会

平成30年 3 月 9 日

　障害者福祉部会主催で、障害者の方々に外出の機会を提供する
ため、今年は京都水族館に行きました。たくさんの海・川の生き
物やイルカショーを見て楽しく過ごされました。

「和束お茶の花号」バスで発車します！

「だれでもの居場所」来てください。

配食サービスのおたより配食サービスのおたより

参加は子どもから大人まで誰でも参加できますので、ぜひお越しください。
日程は８ページをご覧ください。
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日本赤十字募金

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

在宅介護見舞金事業

おせち料理配付事業

母子父子家庭クリスマスプ
レゼント配付事業
一人暮らし高齢者と
児童合同クリスマス会事業
一人暮らし高齢者の会
やすらぎ会助成事業

ふれあいサロン・
子育てサロン助成事業

ふれあいサロン用レクリ
エーション用具整備事業

　　　　合　　計

在宅で要介護認定４、５または身体
障害者１、２級
７０歳以上の一人暮らし高齢者
（生活保護はのぞく）
中学３年生以下の子供を持つ母子・
父子家庭
一人暮らし高齢者及び児童とのクリ
スマス会

一人暮らし高齢者の会へ助成

ふれあいサロン１７ヶ所及び子育て
サロンへ助成

ミニゴルフセット（18セット）、
お手玉リズム体操&ダーツサークル・
陣取りマット（各1セット）

３，０００円×18名

４，０００円×67名

２，０００円図書カード×12名

ふれあいサロン
　　5,000円×17サロン
子育てサロン　 5,000円

54,000

268,000

24,000

37,410

20,000

90,000

80,590

574,000

配　分　事　業 内　　　　　　容 配分金額

平成29年度

歳末たすけあい募金
配分報告

募金額合計
574，000円

　５月１日から「人間を救うのは、人間だ。」をスローガンに赤十字募金運動が展開され、多くの世
帯よりご協力いただき、募金額602,000円となりました。このうち、実績の約17％が和束町の防災
事業として還元されます。

　10月１日より赤い羽根共同募金が始まり581,326円の善意が寄せられました。皆様の温かい善意
は京都府下の福祉施設・福祉事業の整備、災害対策の資金として役立てられるほか、和束町社会福祉
協議会に約70％還元され配食サービス等の老人福祉事業や児童福祉事業、また障害者福祉事業等に
幅広く活かされています。

　「つながり　ささえあう　みんなの地域づくり」をスローガンに今年も12月１日より歳末たすけ
あい募金に取り組みました。皆様の温かい善意は574,000円となり、配分委員会にて配分方法を決
定し、町内の在宅介護者への見舞金やおせち料理配付事業、母子父子家庭クリスマスプレゼント配付
事業などに使わせていただきました。

クリスマス会
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各地のふれあいサロンの様子をのぞいてみましょう
和束町には17グループがあり、毎月１回公民館や会議所等で開催されています。

健 康 福 祉 委 員 
活 動 コ ー ナ ー

　区民の体力アップや生活習慣病予防に効果のある健
康づくり事業として地域住民を対象に石寺区公民館で
開催されています。

両サロンの開催日は、毎月和束町の折り込みに同封されている和束町社会福祉協議会
「ボランティアだより」をご覧ください。

健
康
福
祉
委
員
が
主
催
す
る
活
動

活動内容 対象となる使途項目の例示

①見守り・声かけ活動

②生きがい活動

③健康づくり活動

④環境美化活動

⑤異世代交流活動

⑥研修会・懇談会の開催

一人暮らし高齢者・子育て家庭への友愛訪問、福祉マップづくりに必要な経費

生きがいづくり、共同菜園、ボランティア育成に必要な経費

スポーツ大会、ウォーキング、介護予防教室に必要な経費

ゴミ拾い、花壇づくり、公園の整備に必要な経費

子どもから高齢者までが参加できる交流活動に必要な経費

介護講座、レクリエーション講座、健康福祉懇談会に必要な経費

　今年で１4年目を迎えられ、参加者も89名と
なり、子ども達から高齢の方まで幅広い交流
をされました。
【共　催】杣田区、民生児童委員、
　　　　　老人クラブ、子ども会、
　　　　　ふれあいサロン、社協支部長、
　　　　　健康福祉委員
　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

射場みなづき会 原山いきいき会

ハロウィンクリスマス会

南花王会

開催日は第２・４木曜日に午前１０時～１２時まで開催されています。いろんな楽しめる催しをされています。
子どもたちやお母さん方のふれあいの場になっています！ぜひ、ご参加ください。

子育てサロン「マザーズ＆キッズ」の様子です。

お　　知　　ら　　せ

福祉サービス利用援助事業をご利用ください福祉サービス利用援助事業をご利用ください

健康福祉委員活動に助成いたします。健康福祉委員活動に助成いたします。

山城南地区社協「司法書士法律相談」山城南地区社協「司法書士法律相談」

脳が活性化するために…塗り絵、計算ドリル、間違い探し・点つなぎの本を
購入しています。サロン等で必要な時は貸出させていただきます。

対 象 者　認知症の方、もの忘れのある方、知的障害や精神障害のある方で、福祉サービス
　　　　　利用の手続きや、日々のお金の管理にひとりでは不安のある方で、この事業の契
　　　　　約や内容を理解いただける方
援助内容　①福祉サービスの利用援助
　　　　　②日常的な金銭管理の援助
　　　　　③書類等の預かり援助
　　　　　※②、③のみの利用はできません。

利 用 料　（１）１時間1,000円（30分ごとに500円加算）
　　　　　　※移動費実費は別途かかります。
　　　　　（２）②に伴う通帳・届け出印の預かり　月250円（年間3,000円）
　　　　　（３）その他の書類等の預かり　　　　　月250円（年間3,000円）
　　　　　　※生活保護世帯の方、非課税世帯に属する方は、利用料の負担はありません。

２．助成対象外となるもの …… 他の会、グループが主催する活動 
３．助成金額 …………………… 年間10,000円まで
４．申請方法及び申込 ………… 助成金交付申請書を和束町社会福祉協議会まで

　　　  相 談 日　　平成30年４月11日（水）
　　　  時　　間　　午後１時30分～午後４時まで
　　　  会　　場　　和束町社会福祉センター
　　　  相 談 員　　司法書士
　　　  相談時間　　概ね30分
　　　  定　　員　　５名　※定員になり次第、締め切りとなります。

相談は全て無料で秘密を厳守いたします。それぞれ、予約が必要になります。お気軽にお申し込みください。
上記相談のお問い合わせは、和束町社会福祉協議会　℡７８－３３１２ まで

１．助成対象となる具体的な活動内容及び使途項目等

そのほか
山城南地区での

相談日

相　談　日 会　　場 申し込み先 受付開始日

5月１８日（金）

6月２２日（金）

7月２０日（金）

8月２９日（水）

受付　５月１日から

受付　６月１日から

受付　７月１日から

受付　８月１日から

TEL　0774-71-9559
FAX　0774-72-7690

木津川市木津老人福祉センター
（木津川市木津川端１９）

TEL　0774-76-4338
FAX　0774-76-8277

木津川市加茂ふれあいセンター
（木津川市南加茂台６丁目３）

TEL　0774-86-4151
FAX　0774-86-4521

木津川市山城保健センター
（木津川市山城町椿井北代１０２）

TEL　0774-78-3312
FAX　0774-78-2100

和束町社会福祉センター
（和束町大字釜塚小字生水１５）

どんな活動かは
６ページをご覧ください。

無　料

社会福祉協議会が
サポートします

杣田おたのしみ会杣田おたのしみ会石寺フラダンス教室石寺フラダンス教室

　区民で和気あいあいと楽しみながらチューリップを
プランターに植え、区内の道沿に設置されました。み
なさんの話の種となっています。

南支部　花で地域を咲かせよう

地域で活動しませんか地域で活動しませんか

南支部　花で地域を咲かせよう
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健
康
福
祉
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員
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催
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お　　知　　ら　　せ お　　知　　ら　　せ

だれでもの居場所だれでもの居場所

介護予防事業のシニアライフサポート学級・すこやかファイト教室介護予防事業のシニアライフサポート学級・すこやかファイト教室

子どもから大人まで老若男女、誰もが、気軽に参加できる場です。
お茶やコーヒーを飲んだり、お話ししたり、本を読んだり、宿題したり
この時間の間であれば、何時に来ても、何時に帰ってもＯＫです。

【場　所】和束町社会福祉センター　１階和室
  原則毎月第３木曜日の午前９時から午後５時まで

安心チャイムの貸出事業安心チャイムの貸出事業
電池コードレスドアチャイム（受信機が光と音で知らせる）
を無料で貸出ししています。

  対象者　65歳以上の一人暮らしの方及び高齢者の世帯
来客をお知らせしたり、緊急時に役立つことも。
電池式で配線の工事はいりません。

平成30年度の日程が決まりました！  社会参加を促進し、生きがい、健康の向上を図るため
和束町老人福祉センターで開催しています。
【シニアライフサポート学級】

   対象者　65歳以上の方
　利 用 料：１回２００円　　　時　　間：午前10時から午後３時まで
　参加申込：和束町福祉課まで

【すこやかファイト教室】
   対象者　基本チェックリストにより該当された方
　利 用 料：１回２００円 
　時　　間：午後１時30分から午後３時30分まで
　参加申込：和束町福祉課まで

４月１９日
１０月１８日

５月１７日
１１月１５日

６月２１日
１２月２０日

７月１９日
１月１７日

８月２３日
２月２１日

９月２０日
３月１４日

上　半　期 下　半　期

４月 ９日（月）

５月１４日（月）

６月１１日（月）

７月 ９日（月）

８月 ６日（月）

９月１０日（月）

４月２３日（月）

５月２８日（月）

６月２５日（月）

７月２３日（月）

８月２７日（月）

９月２８日（金）

１０月１２日（金）

１１月１２日（月）

１２月１０日（月）

１月１８日（金）

２月１５日（金）

３月１１日（月）

１０月２２日（月）

１１月２６日（月）

１２月２１日（金）

１月２８日（月）

２月２５日（月）

３月２５日（月）

年間の日程決まりました！

※居場所に参加目的であって送迎が必要な方は社会福祉協議会までご連絡ください。

日程表

４月 ４日（水）

５月 ９日（水）

６月 ６日（水）

７月 ４日（水）

８月 １日（水）

９月 ５日（水）

４月１８日（水）

５月２３日（水）

６月２０日（水）

７月１８日（水）

８月２２日（水）

９月１９日（水）

１０月 ３日（水）

１１月 ７日（水）

１２月 ５日（水）

１月 ９日（水）

２月 ６日（水）

３月 ６日（水）

１０月１７日（水）

１１月２１日（水）

１２月１９日（水）

１月２３日（水）

２月２０日（水）

３月２０日（水）

日程表

家の玄関に着けるインターホンです。

住宅用火災警報器の貸出事業住宅用火災警報器の貸出事業
熱感知式火災警報器（電池式）を１世帯に１台、貸出いたします。

  対象者　70歳以上の一人暮らしの方
※借家、公営住宅は対象外
　数に限りがございますので、ご了承ください。

非常勤ホームヘルパー職員募集非常勤ホームヘルパー職員募集
働く意欲のある方、お待ちしております。活動時間は週に２日～５日程度。
土日のみや、週に１日の方でも歓迎です。（相談に応じます。）
　必要な資格　・・・①ヘルパー２級以上の資格所有者（介護初任者研修）
　　　　　　　　　　②普通自動車運転免許を有する方
　年　　　齢　・・・65歳位まで
　申 込 方 法　・・・履歴書と資格証明書の写しを添付してお申込ください。
　申 込 期 間　・・・随時　午前８時30分～午後５時までの間（土・日曜を除く）
　雇 用 期 間　・・・原則として１年間の雇用とし、必要に応じて雇用期間の延長を行います。
　試　　　験　・・・面接のみ
　賃　　　金　・・・時給1,300円　交通費有。特別手当（６月及び12月）有。
 詳しくは和束町社会福祉協議会 TEL７８－３３１２ までお問い合わせください。

軽度生活援助サービス　協力員募集軽度生活援助サービス　協力員募集
草刈りの作業を助けていただけませんか？
協力員を募集しています。
一人暮らし高齢者や高齢者世帯で草刈りが出来ずに、困っておられる方々に
草刈りの作業をしていただいています。
今年も利用者から草刈りの依頼が沢山あると考えられますので、
是非、協力員にご登録をお願いいたします。

　実費弁償として１時間800円　をお支払いします。
詳しくは和束町社会福祉協議会 TEL７８－３３１２ までお問い合わせください。

火災警報器の設置は義務ですよ～
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火災警報器の設置は義務ですよ～



編 集 後 記

福祉のコラム

善意のご寄付
ありがとうございました。

地域福祉事業に有効に
活用させていただきます。

社会福祉向上の為
　匿名　6名様
亡き夫お礼として
　匿名　2名様
亡き父お礼として
　匿名　5名様

亡き母お礼として
　中井　儀治様
　匿名　４名様
亡き伯母お礼として
　匿名　1名様

配食サービスにお米　30キロ 和束歳三　様
　　　　　　　お米　30キロ 匿名様
　　　　　　　お米　60キロ 匿名様
トウガン　２個 匿名様

寄付金　平成２9年３月～平成30年３月受付分

寄　贈　平成２9年3月～平成30年3月受付分

寄付金合計…１，3６０，０００円

　和束町民生児童
委員協議会は、地
域担当の民生児童

委員21名と主任児童委員２名の計23名で活動
しています。
　和束町でも少子高齢化が急速に進む中、社
会福祉協議会や行政、警察等との連携を大切
にしながら、各担当地域の見守り訪問や熱中
症予防・特殊詐欺防止等の啓発活動を進めて
います。
　毎月の定例会では、意見交換・関係機関から
講師を招いての学習会等を行っています。町の
福祉事業をはじめ、行政サービスの制度や施策
に関するもので、高齢者・子育て支援等、日々
の活動に関わりの深いものは定期的に協議し、
理解を深めています。各種制度について、少し
学んだだけで全てを把握できる訳ではありませ
んが、事前に制度の概要等を聞いておくことで
地域住民のみなさんからの質問や相談に対し適
切な相談先を案内できるよう、日々の活動に役
立てています。
　年間の訪問活動の中でも、夏季の熱中症予防
の啓発活動では、チラシや啓発物品をお渡しし
ながら、水分補給や室温にも気をつけていただ

くよう定期的に巡回訪問し、注意を呼びかけて
います。
　また、木津警察署から防犯や交通安全に関す
る町内の近況を聞く機会を定期的に設けていま
す。特に最近は、新聞・テレビ等でも特殊詐欺
に関する報道や、町内でも怪しい電話や訪問が
あったという警察からの情報もあり、高齢者世
帯・ひとり暮らし世帯に防犯チラシを定期的に
配布したり、交番と連携して年金支給日に金融
機関前での啓発活動に努めています。
　他にも、社会福祉協議会の配食サービス事
業や小中学校を訪問して先生方との懇談会、
高齢者福祉施設の清掃奉仕活動や地域包括支
援センター
との意見交
換等、関係
機関との連
携を大切に
活動を進め
ています。
　これからも、地域のみなさんの身近な存在と
して寄り添っていけたらと思っています。

和束町民生児童委員協議会
会長　大西　重孝
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　度々大寒波に覆われ、異常ともいえる低温の日が続
きました。
　特に首都圏で雪により交通機関がマヒし、北陸では
記録的な大雪で物流機能が失なわれ、食料品等の品
不足や水道の断水など、日常生活に大きな影響をおよ
ぼしました。又予知できなかったといわれている草津
白根山の噴火等自然災害が頻繁に起り尊い人命が失
なわれています。
　災害は、いつどこで起こるかわかりません。高齢化
が進む今、日頃から各地域で隣近所が協力し助け合う
取り組みが必要じゃないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員

11 10

電気工事設計施工

一級建築士事務所

明日の医療寝具を考える
南大阪リフレッシュサービス

山下敷物株式会社
和束町石寺向長尾10 事務所 TEL0774-78-4233工　場 TEL0744-78-4034

園大塚（電話）78-3385

ヤマシロ電化
家電設備総合プロデュース
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営業時間：AM10:30 ～ PM6:30

火曜日定休日

〒619-1203 京都府相楽郡和束町湯船字中ノ谷 199
Tel 0748 84 0021  Fax 0748 84 0025

地元の木を使って森を元気に！

農機具

谷本　工所農機サービス
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