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高浜町商工会女性部銭太鼓サークル
今回の頑張るボランティアは、“高浜町商工会女性部銭太鼓サークル”さんです。
銭太鼓サークルさんは、平成１１年に結成され現在は８名で、主にデイサービスや敬老会にて歌や踊りを披露さ
れています。活動先は町内のみならず、舞鶴～若狭町までもの広範囲で活動されています。
毎月２回（第２､４木曜日）瑞祥苑の多目的室にて練習されています。メンバーも募集されていますので、興味の
ある方は、是非ともご参加ください。
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平成29年度　高浜町社会福祉協議会　事業計画

 今日の社会福祉を取り巻く環境は、超高齢・少子社会の進展に加え、家族や地域の形が
大きく変容し、自助力や共助力が弱体化したことで、人々の生きづらさや不安が増大しつ
つあります。又、認知症高齢者の増加に伴うセルフネグレクト、独居高齢者等の詐欺被
害、虐待やＤＶ、ニート・ひきこもり・不登校、依存症、多問題家族、災害への備えなど制度
の外側に様々な生活困難課題が溢れ、深刻化しています。
　高浜町においても、人口減少の一途を辿っており、少子・高齢化、地域の過疎化、家族形
態の変容など、今後１０年先、２０年先の高浜町を展望した際に大きな福祉課題となって
います。
　高浜町社会福祉協議会では、昨年度策定した「第４次高浜町社会福祉協議会地域福祉
活動計画」【みんなのつながりプラン】を基に、地域福祉の推進役として、長期的な視野を
持ち、着実かつ計画的に地域福祉活動を推進すると共に、地域住民や行政、関係機関と
の連携・協働といった「つながり」による「笑顔あふれる町たかはま」の実現に向け、下記の
事業を推進していきます。

福祉講座、福祉教育、社協イベントなどの啓発活動により、地域住民に福祉について
知り、学び、関心を持っていただく機会を作り、生活の基盤である地域の福祉力を高
めていきます。

「ご近助見守りネットワーク会議」を通じて、地域の福祉関係者と社協の専門職との
顔の見える関係づくりを進めると共に、多様な専門機関と連携し、地域課題への早期
発見、早期対応ができる仕組みづくりを進めていきます。

生活支援コーディネーターの配置により、地域包括支援センター、ボランティアセン
ターとの連携を深め、現在行っている生活支援サービスや誰もが気軽に集える居場
所の支援、ボランティア活動者の拡大など、地域資源の開発を進め、高齢者などの生
活を支えていきます。

近年多くの自然災害が発生する中、昨年度、「高浜町災害ボランティアセンター連絡
会」が設置されました。町内関係団体・個人、行政防災機関・福祉機関と連携を深め、
災害時要援助者の支援体制、災害ボランティア体制の整備を進めていきます。

多様な生活課題・地域課題を抱えた方々を支援していくために、総合相談機能を強化
し、既存の制度では十分に対応できない生活課題にしっかりと目を向け、関係機関と
の連携、社協内の部門間連携により課題解決に取り組みます。

①

②

③

④

⑤

重 点 事 業

 事 業 方 針
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高浜町災害ボランティアセンター連絡会を発足

第１回地域福祉活動推進・評価委員会を開催しました。

平成29年度　高浜町社会福祉協議会　予算

事 業 報 告

　２月２２日（水）高浜町保健福祉センターにて、第１回高浜町災害ボランティアセンター連絡会を開催しました。
第１回目となる今回は、メンバー同士の顔合わせと、連絡会設置にあたって作成した「災害ボランティアセンター
連絡会要綱」と「災害ボランティアセンター運営マニュアル」の説
明を行いました。その後、まちの防災研究会の松森和人氏を講
師にお迎えし「災害とボランティア」と題し研修会を行い、ボラン
ティアの基本から災害ボランティアセンターの設置･運営につい
て学びました。
※構成団体は以下の通りです。
　社会福祉法人高浜町社会福祉協議会、高浜町民生委員児童委員協議会
　若狭西ライオンズクラブ、郵便局長会、高浜町赤十字奉仕団、
　町内自主防災会（各地区　４団体）、高浜町（保健福祉課、防災安全課）

　３月７日（火）高浜町社会福祉センターにて、地域福祉活動推進・評価委員会を開催しました。
高浜町社協では、平成２８年度に策定した第４次高浜町社協地域福祉活動計画の推進のため、計
画策定に係わって頂いた委員の方々や行政機関、社協事務局により、本委員会を設置しました。
この委員会は、地域福祉活動計画の推進状況の確認や評価を行うものであり、今後も定期的に
開催していきます。

会費収入
寄附金
補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険収入
障害福祉サービス収入
その他の収入

人件費等支出
事業費支出
事務費支出
基金積立支出
その他の支出

…　 3,387,000円

…　　5,795,000円

…　　4,700,000円

…　　　321,000円

…　　　 64,000円

…　58,566,000円
…　34,346,000円

…　17,440,000円
…　　　320,000円
…　　950,000円

…165,819,000円
…　21,122,000円

…　98,472,000円

計 205,651,000円

計 205,651,000円

会費収入

介護保険収入

補助金収入

受託金収入

事業収入

寄附金障害福祉サービス収入

事務費支出

事業費支出

基金積立支出 その他の支出

人件費等支出

収入

支出

◎予算の概要
・収入の部　205,651,000円
・支出の部　205,651,000円

◎拠点別予算
・和田事務所　　　71,381,000円
・緑ヶ丘事務所　 115,397,000円
・公益事業　      18,873,000円
・合　計　　       205,651,000円
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旧暦のひなまつりを楽しもう！　親子ひなまつりパーティ～その1その1 3月

お花見会その2その2 4月

　3月19日（日）、旧暦のひなまつりに合わせて親子で、ひなまつり料理を作りました！
講師は青の里地球まるごと会議から山本真由美さんに来ていただき、だしの取り方から
黒豆手まり寿司の作り方まで教えてもらいました。小さなお子さんも一生懸命作ったり、
お父さんの参加があったりと、皆さん、ひなまつりパーティを楽しんでおられました！

　4月9日（日）ふれあい広場活動スタッフが中心となり、お花見会をしました。当日はあい
にくの雨のため、室内での開催となりましたが、スタッフの案から、体育館内に桜を飾り、
その周りでお花見弁当を食べ、食後はビンゴゲーム、スティックリング、卓球バレーなど内
容盛りだくさんあり、あっとほーむな雰囲気の中、楽しんでおられました。今回は参加者が
約60名と、賑やかなお花見会になりました！ ふれあい広場の桜が咲く時期は桜と海と空
のコントラストがとてもきれいです! 皆さんも一度見に来てくださいね。

日引ふれあい広場からの活動報告日引ふれあい広場からの活動報告

　日引ふれあい広場は旧日引小学校を地域の交流の場として再活用しています。
なんと！2階にはミニフィットネスルーム（筋トレルーム）があります。
景色をみながら、運動できますよ！（※筋トレルーム有料　1日100円）
開館日　月・水・金・土・日　　10:00～16:00　

日引ふれあい広場に遊びにきてみませんか？

黒豆寿司の色の変化に子ども達もびっくり！

みんな真剣！ビンゴゲーム♪

体育館内に桜の木が！？
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ひなまつり行事、青郷保育所の園児たちと交流♪ひなまつり行事、青郷保育所の園児たちと交流♪
　３月３日（金）ひなまつり当日、青郷保育所にてひなまつり行事が行われました。
保育所では、毎年ひなまつり行事をされており、せっかく様々な催しをするのなら、
地域の方に見に来てもらおうと言うことでこの取組みが実施されました。実施する
にあたって園児達は、２月の「お笑い仲間」（サロン）と、２日（木）のデイサービス
に、行事のチラシやポスターを持って来所し、サロン参加者やデイサービス利用者
に参加を呼び掛けていました。突然のかわいらしい来客にみなさん大変喜ばれて
いました。
　当日は、お笑い仲間から１０名、デイサービス利用者
１１名が参加され、園児に保育所を案内してもらった
り、一緒に折り紙や、ゲームをしたりして過ごしました。ま
た、園児手作りのおひなさまとおだいりさまの衣装を着
て一緒に写真を撮ったりもしました。
うれしい♪楽しい♪ひなまつりでした。

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）について

ねこ１００匹人形展inデイサービスセンター

　今年度から生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）として活動
していきます。今後、急速に進む超高齢化社会に向かい今までのような介
護保険のサービスだけでは補いきれない状況になります。現在も様々な活
動やつながりがありますが、少し意識を変えることでお互いに見守り支え合
うことが出来る「地域づくり」を目指します。まずは地域を知ることから始め
ていきます。地域のみなさんと一緒に必要なサービスに繋げられるように
していきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。

　昨年の１２月、まちづくりネットワーク事務所にて展示された『ねこ１００
匹人形展』が、今回デイサービスセンターでも展示されました。出展者の南
さんは、日頃デイサービスを利用されており、デイサービスに来ている他
の利用者の方にも、見て楽しんで頂きたいと言うことで展示されました。
　人形を作り始めたきっかけは、娘さんが持ってこられた１匹の猫の人形で、「私も作ってみたい」
と思い始められました。今は、次の展示に向けて今年の干支の酉（とり）の人形を作っておられるそ
うです。南さんは、「周りの協力があって出来ている」感謝と、「人形を作ることで、気持ちが楽になり
元気になった」と、嬉しそうに話されていました。

村松　清美

緑ヶ丘事務所より報告

◉内　容／介護予防を目的とした活動（健康体操、脳トレなど）
◉場　所／高浜町社協　緑ヶ丘事務所
◉時　間／毎週日曜9時～15時まで
　　　　　（都合の良い時間の参加でけっこうです）
◉持ち物：タオル、運動靴、飲み物など
◉その他：動きやすい服装でお願いします。 ※お気軽にご参加ください。お待ちしています。

５月１４日から「日曜介護予防広場」を始めま～す♪５月１４日から「日曜介護予防広場」を始めま～す♪



　生活福祉資金制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を
必要とする高齢者がいる世帯の生活の安定と経済的自立を図る
ことができるようにするために、資金を貸付ける制度です。
■貸付限度額
　貸付資金の種類により異なります。
■貸付利子
　連帯保証人を立てられる場合は無利子、立てられない
　場合は年利 1.5％の利子がつきます。
■相談・申込み
　地域の民生委員または社会福祉協議会へ

　日常で法律に関わるすべての問題を専門の弁護士が相談に
応じます。お気軽にご利用ください。
4月より受付時間と予約方法が一部変更になりましたのでお知
らせします。

あたたかいご寄付ありがとうございましたあたたかいご寄付ありがとうございました
(平成29年1月1日～3月末)

物　　品

古切手・ベルマーク、プルタブ　他

高浜社協からのお知らせ
無 料 法 律 相 談

ホームページでも情報発信しています！！
http://takahamashakyou.sunnyday.jp

匿　名　様　野菜
和田小学校5年生 様　もち米6升
匿　名　様　介護用品、防水シーツ
匿　名　様　コーヒー
匿　名　様　ワカメ
匿　名　様　ワカメ

向洋電機(株)高浜作業所 様
ミラクルフレンズ 様（2/14、3/28）
高橋　はつ子 様
(有)竹島工業所 様
匿　名　様　6件
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生 活 福 祉 資 金

┃編┃集┃後┃記┃
　新しい年度を迎え早いもので１ヵ月が経ち、穏やかで
過ごしやすい気候になってきました。世間では、まもなく
ゴールデンウィークを迎えようとしています。みなさんの
ご予定はいかがでしょうか？私は、家族と一緒に２日間は
田植えを行う予定です。それ以外の日は、読書や社会福
祉士の資格取得のために勉強をして、家でのんびりと
過ごそうかと考えています。みなさんもそれぞれご予定
があると思いますが、お出かけの際はくれぐれも交通事
故などには気をつけて、有意義なゴールデンウィークを
お過ごしください。　松　宮

　４月は新しい環境や人との出会いの季節。希望に胸が
膨らむ一方、新たな環境で気づかぬうちにストレスを感
じ、体調不良を起こすことがあります。香りのある野菜を
豊富に取って心身をリラックスさせ、同時に細胞の酸化
を防ぐ食生活を心がけ、冬の体から春の体に切り替わる
時期を上手に乗り切りましょう！

食コラム　vol.12
今回のテーマ『旬の食材を食べよう』
食 健康と食 健康と

（ご報告）
今月までに集まった古切手やベルマークは下記の団体に送
らせて頂きました。
・誕生日ありがとう運動本部
今後ともご協力のほどよろしくお願いします。

～4月より電話での予約が可能になりました～

■予約方／下記受付時間内に電話予約または
　　　　　来所にてご予約下さい。
■受付時間／相談日前日8時 30分～ 17時 15分
　　　　　　相談日当日8時 30分～ 15時 00分
　　　　　　※定員になり次第受付は終了します
　　　　　　※町外にお住いの方は当日のみの受付に
　　　　　　　なります。
■相談場所／高浜町保健福祉センター
■相談日時／毎月第２金曜日１３時～１６時
■定　　員／６名
■年間日程／H29.  5月  12日　　6月    9日

　　   7月  14日　　8月    4日
　　   9月    8日　 10月  12日
　　 11月  10日　 12月    8日
 H30. 1月  12日　　2月    9日
　　   3月    9日　　 　　　

【効用】
・肥満防止
・生活習慣予防
・高血圧予防
・整腸作用
・不眠の改善

レタス

【効用】
・味覚機能の維持改善
・動脈硬化予防
・整腸作用・便秘改善
・美肌効果
・大腸がん予防

【効用】
・貧血予防
・眼精疲労回復
・肩こり解消
・滋養強壮
・動脈硬化予防

【効用】
・免疫力向上
・感染症の予防
・疲労回復・美肌効果
・生活習慣病予防
・老化防止・貧血防止
・不眠の改善

筍

なばな あさり
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