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「認め合い 笑顔を結ぶ わたしたちのまち」
社協基本理念：
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開催しました
福祉委員は、各地域で住民同士の交流活動や見守り
活動を推進するボランティアの皆さんです。
令和元年８月31日㈯、八幡市文化センターで福祉
委員大交流会を開催し、約220名の福祉委員が集まり
交流を行いました。

編集発行人

社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会
TEL 983-4450 FAX 983-5798
〒614-8022 八幡市八幡東浦5
http://www.yawata-shakyo.or.jp

この広報誌は一部赤い羽根共同募金の
配分金で作成しています
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福祉委員大交流会
レポート
福祉委員有志によるダンス
オープニングにダンスを披露しました。

講演会
岡野英一教授（龍谷大学社会学部）を講師に出会
いの場づくりがあるからこそ、見守りや支え合い
活動が生まれること。また役割をもつことの大切
さについてお話しいただきました。

サロングッズ・作品展示
サロン等で使用するグッズや、創作活動の作品を展
示しました。触って、体験して、会場一体がサロン
のように、皆さんの笑い声や笑顔であふれました。

福祉委員会の活動パネル展示
31 地区の福祉委員会が活動している様子をまとめた
パネルを展示しました。似ている活動やユニークな活
動を写真を通じて知る機会となりました。

八幡支援学校による
ボッチャ体験コーナー
身近なもので代用できるオ
リジナルボッチャの展示と、
生徒の皆さんにレクチャー
いただき、実際にボッチャ
を体験しました。

福祉委員会活動に参加しよう!
ご近所の方同志で一緒にお茶を
飲んだりお喋りしませんか？
一度、社会福祉協議会までご連
絡ください。

地域活動の多様さに感動した。
また頑張って取り組んでいこ
うと思えました。
無理せず、背伸びせず、身の
丈の活動をすればいいんだ
とホッとしました！
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八幡市社会福祉協議会職員の不適切事案に係る第三者委員会

ご報告
令和元年５月７日、京都府及び八幡市による介護保険に係る検査で、本会が実施する
介護保険事業に関わって、介護支援専門員が利用者の印鑑を大量に保管しているという
不適切事案が発覚しました。
以降、当会では、不適切事案の全容解明に向けた内部調査を進めるとともに、①不適
切事案にかかる事実確認及び認定、②不適切事案に至った背景・事情の明確化及び組織
管理体制の検証、③今後の再発防止に関する提言を行うことを目的に、第三者委員会を
設置しました。
この度、第三者委員会におきまして本件にかかる調査報告書がまとめられ、11月7日に
第三者委員会から本会会長に調査報告書が提出された後、同委員会で記者会見を行い、
公表されましたので、謹んでご報告申し上げます。
当会による内部調査及び第三者委員会による調査で明らかになった事案の概要は、下
記のとおりです。
ア 検査時点において介護支援専門員が、利用者139人分で重複分も含めて145本の印鑑
を保管していた。
イ 保
 管していた印鑑のうち、利用者の承認を得て保管していたのは24本であった。
ウ

印鑑の保管は、10年ほど前から組織的慣例になっていた。

エ

印鑑は、介護支援専門員個人の判断により自費で購入していた。

オ

印鑑は、居宅サービス計画書及びサービス利用票に使用していた。

カ

利用者宅を訪問せず、不正に印鑑を利用していた事案が存在した。
当会といたしましては、このような事態を発生させましたことを深く反省し、利用者

の皆さまをはじめ、市民の皆さま、関係機関の皆さまに対しまして、多大なるご迷惑と
ご心配をおかけしましたことに、あらためまして深くお詫びを申し上げます。
そして、第三者委員会によります検証結果および提言を真摯に受け止め、今後、二度
とこのような不祥事が起こらないように、組織内のチェック体制の強化等業務改善をは
かるなど、再発防止策のための万全の方策に取組み、今回の不祥事で失われた皆さまの
信頼回復に、全力を挙げて取り組の所存でございます。
今後とも、当会に対しましてご指導ご鞭撻を何とぞよろしくお願い申し上げます。
令和元年11月12日
社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会
会

長

松

本

伍

男

社協だより

2019年(令和元年) 12月1日

(4)

歳末たすけあい運動に
ご協力お願いします

目標額

270
万円

本年も、12月１日から全国で歳末たすけあい運動が展開されることになりました。
八幡市におきましても、この全国的な取り組みにあわせて、｢歳末たすけあい運動」を
実施いたしますので、市民の皆様のご芳志を心からお願いいたします。

皆様からいただいた募金のつかいみち
☆養護老人施設に入所している人たちのために
☆障がい者施設に通う人たちのために
☆一人暮らしのお年寄り等への
おせち料理配食のために
☆地域の福祉活動のために
☆災害時のボランティア活動を支援するために

赤い羽根共同募金

10月１日から自治会での戸別募金、スーパーなどでの街頭募金、企業等職場での職域
募金などで多くの募金をしていただき、お寄せいただいた募金は高齢者、障がい者、子
ども達への地域福祉活動に活用させていただきます。
また、今年は京都府立八幡支援学校の皆さんが製作された募金箱を持って、京都府立
八幡高校南キャンパスボランティア部の皆さんに街頭募金活動の協力をいただきました。

八幡高校南キャンパス
ボランティア部による
街頭募金活動の様子

募金箱受渡しの様子
支援学校生徒による
募金箱製作の様子
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やまびこクリスマス会の
お知らせ

12月21日土 開催

令和元年

今年もやまびこクリスマス会を開催します。
ケーキの用意やプレゼント交換等、色んなイベントも企画しています。
みんなでクリスマスのひとときを過ごしませんか？
場
所：八幡市立福祉会館内２階（八幡市八幡東浦５）
参 加 費：300円（プレゼント交換代）
対 象 者：八幡市在住の障がいのある方、又はその家族。
時
間：12：00～15：00予定
お問い合わせ：972-2880（地域活動支援センターやまびこ）

12月3日〜12月9日は「障害者週間」
障害者週間啓発事業

障害者週間記念式典及び記念映画上映会
障害について考えるきっかけとするために、綴喜二市二町（八幡
市・京田辺市・井手町・宇治田原町）
の社会福祉協議会と身体障

害者連合会などが合同で、記念式典・映画上映会を実施します。

日時
会場
内容

令和元年12月3日（火）
13：30〜15：35

井手町自然休養村管理センター

（井手町井手二本松2-1）
13：30〜

記念式典（手話通訳・要約筆記）
14：00〜

参加料無料
当日先着順
（200名）

映画上映
（字幕）
｢こんな夜更けにバナナかよ」

Ⓒ2018「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会

社協だより

2019年(令和元年) 12月1日

フリージヤ弁当
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配達ボランティア
募集中!!!

フリージヤ弁当とは、高齢者又は障がい者との二人暮しで、
日々介護を求められる介護者にその疲れを癒し、有意義な日を
送ってもらいたいとの想いから、毎月第４木曜日に昼食のお弁
当を作って、お家へ配達しています。

お弁当を配達して下さる方を募集しています!
月１回

住民同士
の
支え合い
事業

社会福祉協議会の軽自動車を運転して、利用者さ
ん宅に配達してくださる方お待ちしています。

電話で安否確認

くらしのサポート
まな

愛ちゃん

利用者募集

協力会員 随時募集中
困っている人を支えていただける方を募集
しています。特別な資格は必要ありません。18 歳以上
の方
あなたのあいている時間を活かしませんか。

サポート内容

家事援助サポート 買い物、そうじ など
社協の車で病院などの送迎
移送サポート
身の回りのサポート 病院の付き添い など
◆活動報酬
※登録会費

て

る

日 時：週1回（月・火・水・金）13：30～16：00
内 容：電話による安否確認やお話
（10～15分間）
対象者：おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者など
利用料：無料
お元気
ですか?

350円〜

1,000円／年 必要です。
地域のみなさまの 知りたい
聞きたい福祉の学び を
お伝えします

無料!

30 分

テレフォンボランティアグループ
｢TELちゃん」が週1回、
お電話で安否確認を行っています。

講

座

名

知ってください !
社会福祉協議会
ボランティア
入門講座
福祉委員会活動の
紹介
考えよう !
みんなの
居場所づくり
広げよう !
見守り活動
認知症サポーター

◦ 八幡市社会福祉協議会では、地域 養成講座
の皆さまのご要望に応じて職員が
各種団体などの集まりの場に出向
いて福祉の講座を出前いたします。 車いすの操作方法
◦ 市内にお住まいの方を主とするお
おむね５名以上の企業・団体・グ 成年後見制度に
ついて
ループが対象です。

内

容

社会福祉協議会の役割、しくみ、活動を分かりやすく説明します。
ボランティアを始める前に、ボランティアってどんな活動があるの
か、活動を始めるにあたっての心構えをお話しします。
身近な地域で支え合い活動を進める福祉委員会活動を紹介しま
す。
現在、市内で取り組まれているサロンの様子をご紹介しながら、
地域の居場所づくりについて一緒に考えていきます。時間に合わ
せて簡単なレクリエーションも体験。
ちょっとした異変に気づくことが課題の早期発見・対応につなが
ります。日ごろの生活に少し意識することだけではじまる見守り
活動はじめませんか。
急増する認知症患者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮
らせるまちを目指して認知症サポーター養成講座を開催します。
受講者には認知症サポーターの証となる「オレンジリング」をお
渡しします。
車いすの基本的な操作方法から階段、坂道でのポイントもお伝え
します。
成年後見人制度のしくみや手続きについて、成年後見人ができる
ことを資料を使って詳しくお話します。
判断能力が不十分な方に対しての金銭管理や福祉サービスの利
用援助について資料を使って詳しくお話します。

◦ 日時や内容などはご相談に応じま 福祉サービス利用
すので、まずはお気軽にご相談く 援助事業について
ださい。
※ご相談に応じ「リクエスト講座」を実施します。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

☎983-4450

お気軽にお電話ください
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認知症を知ろう!!

いきいき教室

認知症予防にも役立つ
自身の介護予防のために
誰かに教えたくなる生活で
必要な知識が楽しく学べます。
日程
時間
場所

全18回

参加者募集しています

歯科衛生士による「口腔ケア指導」が４回、栄養士による
｢栄養の勉強」が３回、健康運動指導士による｢体幹・ヨガ
体操」が６回、脳トレとレクリエーション等を行います。

毎週月·木曜日
1 16日〜3月23日

2020年 月

13:30〜15:30
老人憩いの家

八寿園(男山美桜)
転倒予防や脳の活性化を図る

パワーアップ教室

健康運動士により、トレーニングやストレッチの基本を習得し正しく運動できる能力を身につけ、
日常生活の中で意欲的に運動を取り入れ体力や能力の維持向上を目指します。
日程
時間
場所

火·金曜日

1 14日〜3月27日

13:15〜14:45
老人憩いの家

八寿園(男山美桜)

認知症サポーター養成講座

認知症の勉強、接し方、声のかけ方を学びます。
※数名のグループでしたら出張講座も行います。

時間
場所

2020年

2 月 25日㊋

受講者には認知症サポーターの証となる
｢オレンジリング｣をお渡しします。

学校への出張講座風景です。

老人憩いの家

八寿園(男山美桜)

あなたの元気が役立つ！
介護のお手伝い

☎983–1504

にお問い合わせください。

介護支援サポーター養成講座

介護支援サポーター事業は、65歳以上の方が、市内の介護保険事務所で行ったボランティア
活動の実績に応じて、ポイントを付与し、貯まったポイントを換金できる制度です。
介護支援サポーターの登録を希望する方には２日間の養成講座を受けていただきます。
１日目

２日目

12月 10日㊋ 12日㊍
2020年 2月 18日㊋ 20日㊍

2019年

申込

どなたでも
受講できます

10:00〜12:00

参加申込等、詳しくはヘルパーステーション

日程

必要な方は最寄り
のバス停まで送迎
します。(有料)

2020年 月

認知症の方を
見かけたら役立つ

日程

必要な方は最寄り
のバス停まで送迎
します。(有料)

地域での取り組みとして申し込まれる際は、左記以外でも
出張させていただきますので、ご相談ください。

研修
時間
場所

65歳以上の方
必見！

9:15〜11:50
老人憩いの家

八寿園(男山美桜)

☎981–0098

老人憩いの家「八寿園」内
担当：山口・清水

2019年(令和元年) 12月1日
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八寿園デイサービス
利用者募集
八寿園の「イチジク」

八寿園にあるイチジクが例
年になく多くの実をつけまし
た。熟した実は、八寿園デイ
サービスの利用者にデザート
として振舞われて、甘くて美味
しいと喜んでいただきました。

老人憩いの家八寿園を
ご利用ください

高齢者のレクリエーション、趣味の活動、
老人クラブの活動などを支援しています。
利用者

八幡市在住で、
60歳以上の方及び
障害のある方が
利用できます。

場所

八幡市男山美桜18

利用
時間

午前9時から
午後4時30分まで

休館日

、
ーナー
健康コ ロン
ヘルスト ます。
り
などあ

土曜午後・日祝

八寿園

老人憩いの家

☎・FAX 981−8131

「どこに相談したらよいのかわからない」
「適切な相談機関を紹介してほしい」
そんな時にご利用ください。
暮らしの総合相談室

ふれあい
福祉センター
相談室

市内唯一の認知症対応型で、さくら公園内
にあり、とても環境の良いアットホームなデイ
サービスです。
見学・体験利用なども実施しておりますの
でいつでもお気軽にご相談ください。

☎ 983-2810（担当：山口・乾）

常設 月曜～金曜日 9：00～17：00
相談 八幡市社会福祉協議会
（時間外の夜間休日は留守番電話またはFAXで受け付けます。）

☎・FAX 983-2000

出張 火曜～木曜日（祝日除く）13：30～15：30
相談 老人憩いの家 八寿園

来所される場合は、
事前にお電話ください。

ご寄付・ご寄贈ありがとうございました

ご寄付をいただいた方々のご厚志を有効に活用させて
（敬称略、掲載は受付順）
いただきます。

寄付金

令和元年８月１日～令和元年10月31日まで

匿名500,000円
小川智300,000円
京都府グランドゴルフ協会山城北ブロック 1,500円
匿名 5,000円

物品 京都子供の盾 米40㎏
令和元年台風第19号災害義援金

柿ヶ谷自治会 8,850円
匿名 10,000円
税理士法人 ビジョン・ナビ  100,000円
㈱ビジョンナビ・サービス 100,000円
八幡市社協

★読者の声を募集します。ホームページよりメール・ＦＡＸ・ハガキで皆さんの声をお寄せください。
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