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第96号
や わ た し

　４月 16 日（火）八幡市立八幡第三幼稚園の園
児が、八幡市立老人憩いの家「八寿園」の竹林で、
恒例のたけのこ掘りを体験しました。
　ふだん土にふれあうことの少ない園児たちも、
たけのこを見つけては大喜びしていました。

たけのこ掘り

介護や家事
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　3月 9日、第 4回「みんなで創る福祉のつどい」が、八幡市役所前広場と八幡市文化センターで開催されました。
当日は絶好のお天気に恵まれ、1000 名を超える多くの方々にお越しいただくことができました。
　私たちの住む社会には、障がいのある人、お年寄り、子どもたちなど、さまざまな福祉を必要とする人たちが
おられます。これは何ら特別なことではなく、一人ひとりに必要な手助けがいるということでは、全て高齢化が
進む地域社会では普通のことだと思います。私たち実行委員会は、催しを通して、地域のなかで人と人とが支え
あい、ともに地域社会をつくる機会にと、半年余りをかけて「つどい」の内容などを話し合い、準備を進めてき
ました。
　今年は、会場の使い方も大きく変えました。天候に左右されずに、また臨場感あふれる雰囲気で催し物を楽し
んでいただくために、八幡市文化センターの小ホールでステージ発表を行うなど、数々の工夫をして当日に臨み
ました。
　当初の予想を超えた来場者で、抽選会やお餅の配布などでは現物限りとさせていただくなど大盛況でした。体
験コーナーや展示コーナーでは、多くの市民の方々に福祉の一端に触れていただくことができました。ゲームコー
ナーや各種模擬店コーナー、被災地支援物産展やフリーマーケットなどの企画では、楽しみながら多くの人々が
ふれあい、絆を深め合うきっかけになったのではないかと思います。
　結びに、ご後援いただきました八幡市をはじめ、イベントの開催にご尽力いただきました皆様方に心より感謝
申し上げます。

実行委員長　沼田　　肇

被災地作業所物産展

第4回　みんなで創る福祉のつどい

ステージ発表

フリーマーケット

車いす体験

遊びコーナー

作品展
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at

八寿園
だより お花見茶会
　4月 8 日（月）八幡市老人クラブ連合会の茶
道サークルの協力をえて、お花見茶会をさくら
の満開のもと、開催しました。
　当日は、多数の方々のご参加をいただき大盛
況でした。
　お茶代のすべてを東日本大震災の義援金に寄
付させていただきました。

　あなたの住んでいる八幡市に母子会が 60 年前から
あります。
　母と子のつどいなどへのご参加をお待ちしてます。
【年 間 行 事】	 社会見学・親子ふれあい事業・
	 クリスマス会・その他
【年　会　費】	 1,000 円
【連　絡　先】	 ☎９８１－５７６１
	 梁間（ハリマ）

一 路 会 一人で悩んでいませんか？

　今年も BBQ大会の日が近づいてきました。新しくなった
やまびこで、大好評の焼き肉、焼き野菜、焼きそばに、お茶
飲み放題のやまびこの大イベントです。特別企画もあります。
お楽しみに !　お誘い合わせの上、ぜひ、ご参加下さい。

日　　時　平成 25 年６月 22 日（土）　受付	12:00　宴会	12:30 〜 15:00
場　　所　八幡市立福祉会館（八幡市八幡東浦 5番地）中庭北西側
参 加 費　500 円（当日受付にて徴収）
定　　員　50 名（先着順）
申　　込　６月 15 日（土）までにお申し込み下さい。

問いあわせ先　障がい者生活支援センター　やまびこ
　　　　　　　TEL	 075-972-2880
　　　　　　　FAX	075-971-9196

バーベキュー大会
やまびこ
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平成25年度予算
［単位 千円［単位　千円］］ ボランティア活動センターは、住民のボランティ

アについての理解と関心を深め、だれもが手をと
りあって、できるこ
とをやり、すべての
人と共に自分らしく、
生き生きと暮らせる
地域社会をめざして
活動をしています。

ボランティア活動センター

福祉サービス利用援助事業

認知症や障がいなどによって判断能力に不安のあ
る方に対して、福祉サービスを利用するための手
続きや金銭管理のお手伝いをします。

訪問介護サービス
ガイドヘルパー派遣

高齢者や障がい者の日常生活の援助をいたします。
在宅ケアの援助者（ケアマネジャー）があなたの
心身の状態や環境、生活歴などを考慮しながら
持っている力を引き出せるようなケアプランを作
ります。

　【お問い合せ先】
　　　　ホームヘルパーステーション

℡983‒1504 FAX982‒2340

ボランティアに関するこボランティアに関することと

地域で安心して暮らすため地域で安心して暮らすためにに

在宅ケアの身近な援助在宅ケアの身近な援助者者

平平
成成
　
年年
度度
　
社社
協
活
動
の
概

協
活
動
の
概
要要

2325

住み慣れた地域で、住
民相互の助け合いや支
え合い活動を進めてい
ます。

　福祉委員会

高齢者や障がい者のお二人暮らしで、どちらかが
介護を要する世帯の方を対象に、日頃の疲れを少
しでも癒していただく事を目的に、毎月１回お昼
のお弁当をお届けします。

【宅配日】毎月１回（第4木曜日）
【料　金】１回500円（2食分）

フリージャー弁当の配食

日常生活の中で困りごとのある家庭に対して、家
事援助や簡易な介護などのサービスを有料で提供
します。みなさんの参加と協力によって、ボラン
ティア意識に基
づいた会員相互
の組織を作り、
助け合う活動で
す。

くらしのサポート 愛 ちゃん
まな

（貸出機器）　車イス
（貸出期間）　3カ月
（保 証 金）　3,000円（返却時に返金します）

福祉機器の貸出

車イスやストレッチャーを使用しなければ外出で
きない方などを対象にリフトカーによる送迎を行
っています。

リフトカー送迎サービス

身近な地域でたすけあい !身近な地域でたすけあい !!!

車イスの人もラクラク外車イスの人もラクラク外出出

温かい食事と心のふれあいを届けま温かい食事と心のふれあいを届けますす

困ったときはお互いさ困ったときはお互いさまま

ゆとりの介護を応援しますゆとりの介護を応援します

くすのき小、南山小、八幡小、さくら小、橋本小、
美豆小（長町樋ノ口）、中央小（１区地区）で
活動を展開中。

テレフォンボランティア
サービス事業

週1回電話で話し相手や相談などを受けることに
よって、不安の解消や安否の確認を行っています。
活動日のご希望の時間にお電話を差し上げます。

【活動日】月・水・金　13:30～16:00

【対象者】概ね65歳以上の一人暮ら
　　しの高齢者など

電話で安心を届けま電話で安心を届けますす

寄付金収入
2,200

共同募金配分金収入
5,347

事業収入
20,398

貸付事業等収入
600

会費収入 5,000

雑収入 109

補助金収入
55,193

受託金収入
31,253

介護保険収入
108,348

利用料収入
23,027

前年度繰越金 18,200

経理区分間繰入金収入
4,693受取利息配当金収入

1,685

【276,053】
収入

事務費支出 28,341

助成金
支出
1,750

共同募金配分金
事業費支出
5,147

貸付事業等支出
1,500

負担金支出 438

積立金支出 6,717

固定資産取得支出 500

経理区分間繰入金支出
4,693

人件費支出
149,688事業費支出

59,658

予備費支出
17,621

【276,053】
支出
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各学区福祉委員会では福祉委員（地域のボランティア）を募集しています。
お問い合わせは、社会福祉協議会（☎983-4450）まで。

趣味の会の充実を
　当学区では、ふれあいサロンとして朝ごはん会、あじさ
い公園の紫陽花鑑賞会、映写会、料理教室や子供たちの七
夕飾り、趣味の会（編物）などを開催。
　本年度からは趣味の会を更に広げることにしました。郷
土芸能の銭太鼓、グラウンドゴルフも週３回午前中に開催
する事とし、また、編物教室もスタートから約１年半、今
では帽子やベストを編める迄になりました。
　いろいろなサロンを通して、地域の交流の輪を広げてい
きます。

美豆小学校区長町樋ノ口福祉委員会

ふれあい喫茶で交流を
　「四土会」の冠をつけてふれあいの集い活動の内容の充実
に努めてきました「ふれあい喫茶『絆』」も、開設をしてか
ら１年半を迎えようとしています。
　毎回、飲み物に添える洋・和菓子の品定めに、値段を見
ながら四苦八苦。家で飲むコーヒーや紅茶は、自分の好み
の味で納得していますが、人様にお出しするにはこの味で
良いのかと今も悩み続けています。
　ふれあい喫茶では、みんなと談笑したり、大きな声で歌っ
たり、映画を見たりしながら、日頃の生活の苦労を忘れ午
後のひと時を楽しく過ごしていただいています。
　今後も多くの方々にご利用していただけるよう内容の充
実に取組んでいきたいと考えています。

八幡小学校区福祉委員会

くすのき四葉福祉委員

「只今！見守り活動中」
　23 年度より京都府社会福祉協議会の「高齢者見守り強
化活動」の呼びかけに参加、24 年度は「見守りカード」
を作成して、情報を書き留めて見守り活動を展開しました。
　カードの情報には、次のような内容がありました。体調
の良し悪し、老老介護の厳しさ、台風接近前の見守りに心
強さを感じた。車イスのレンタル相談を社協に連絡。98
歳の女性の週 3回のデイサービスが楽しみ。1週間訪問し
ても留守少々心配していましたが、足痛で入院されていま
した。毎日ラジオ体操、学童の登下校時交差点での見守り
活動「お元気でーす」。独居の方の話し相手。長寿記念品・
お餅・敬老祝い品・その他のお届け時の見守り。4 月 13
日早朝の地震発生（震度 4）時の安否確認活動時の「怖かっ
た」の声。その内でも訃報の知らせには心が痛みます。
　男性の福祉委員でも女性の方にも気軽にお声掛けをして

信頼度が生じればうまく
活動が出来ることが発見
できました。
　福祉委員会の目的は、
「誰もが安心して暮らせ
る地域づくり」です。地
区福祉委員会が取り組む
問題は、地域生活に関わ
る幅広い領域です。福祉
とは関係ないような生活
環境、保健、医療、教育、
レクリエーション、文化
などの問題にも取り組み
ます。
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ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 関 す る お 問 い 合 わ せ は
八幡市社会福祉協議会ボランティア活動センター（☎983-4450）まで

ボランティア活動センターボランティア活動センターだだだだだだだだだだだだよりりりりりりりりりりりりりりだより

失語症って？
　病気や事故で脳を損傷すると、後遺症で
言葉に障害が残ることがあります。
　コミュニケーションがうまく取れずに引
きこもりになる方もいらっしゃいます。し
かし、工夫次第で意思の疎通は可能です。

　失語症などの言葉に障害のある方と一緒に活動してい
ます。
活動日時；毎月第一木曜日　午後１時30分～3時30分
内　　容；発声などの言葉の訓練　ゲーム・歌・情報交換等
場　　所；福祉会館　３階活動室
そ の 他；レクリエーション（花見・食事会・ボウリング等）

話そうよ

　平成２５年４月２９日発令の褒章で、「八幡市手話
サークル八望」が緑綬褒章を受章されました。
　緑綬褒章は社会奉仕活動に従事し、顕著な実績
のある個人や団体に授与されます。
　同サークルは昭和５１年から現在に至る3６年の長
きに亘り、手話奉仕活動に取組まれ八幡市におけ
る障がい者福祉の発展に大きく寄与されました。

①ボランティアに関する相談、登録、紹介
　 （月～金）８：30～１７：１５　社協事務所
　　コーディネーターによる相談を行っています。
　　お気軽にお立ち寄りください。
②広報
　　ボランティア活動センターだより発行（年４回）
③講座（講演会）開催
　　ボランティア養成講座の開催
④第５回みんなで創る福祉のつどい開催
　　（本号２頁をご参照ください。）
⑤中学生・高校生向け社会福祉体験学習の開催
⑥ボランティア保険の取り扱い
　　�ボランティア活動中の万一の事故に備える保
険の取り扱い窓口

●体験内容
高齢者施設：�話し相手や散歩などレクリエー

ションの付き添いなどのお手伝い
障がい者施設：�パン作り、箱折りなどの作業や

プール等のレクリエーションの付
き添いなどのお手伝い

保　育　所：�外遊び、水遊び、絵本の読み聞か
せなどのお手伝い

●体験期間
7月3１日～8月９日までの期間内で連続して3日間
●事前学習会
日時：7月２９日㈪　　場所：八幡市文化センター
●参加対象者
中学２年生から高校３年生
●申込方法　学校を通し
申込をしてください。

「八幡市手話サークル八望」
緑綬褒章を受章

ボランティア活動センター
平成２５年度事業計画

夏休みに高齢者施設などで福祉体験をしませんか。
社会福祉施設体験学習事業

中学生・高校生の皆さん
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再生紙を利用しています。

社協基本理念：「ささえあいともに生きる 健康福祉のまちづくり社協基本理念：「ささえあい ともに生きる 健康福祉のまちづくり」」

この広報紙は一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています

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
  

一般寄附
成谷　愛子 様  2,147 円
匿　　　名 2,500 円
浄土真宗　本願寺派
　城南組仏教婦人会連盟 様  100,000 円
匿　　　名 2,500 円
中西　雅子 様  50,000 円
匿　　　名 20,000 円
東日本大震災募金

団　　　体 24,050 円
累　　　計 4,093,766 円

ご寄付をいただいた方々のご厚志を有効に活用させていた
だきます（平成 25 年 2月１日から平成 25 年 4月末まで）

ご寄付・ご寄贈ありがとうございました

介護や家事が
しんどくなった

介護保険料を
払っているけど
何をしてもらえるの？

どうしたらいいの？と思ったら、まずお電話を！！

夜間・休日は電話で受付しています。
TEL 983-2000　FAX 983-5798
http://www.mediawars.ne.jp/~yawatas/
場所　八幡市社会福祉協議会内

ふれあい福祉センター相談室
あなたの身近な相談窓口としてご利用ください。

困ったときちょっと相談してみませんか？

来所される場合は事前にお電話ください。

困ったことはないですか？
介護や家事

八幡市社会福祉協議会
ホームヘルパーステーション

訪問介護事業所　　居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）
八幡市八幡東浦 5番地

075-983-1504

福祉のプロ

八幡市地域福祉推進計画が
出来ました！！

　八幡市の地域福祉を一層推進するためにこれ
まで個別に策定をしていた八幡市地域福祉計画
と八幡市地域福祉活動計画を地域福祉を推進す
るためのしくみと地域福祉活動の促進に向けた
支援策の具体化を図るため「八幡市地域福祉推
進計画」を市と一体的に
策定をしました。
　必要な方は八幡市社会
福祉協議会までご連絡下
さい。
TEL　９８３－４４５０

ヘルパー募集
土日歓迎


