


歳末たすけあい募金運動もはじまります歳末たすけあい募金運動もはじまります

　今年も10月1日から『赤い羽根共同募金運動』が全国一斉にはじまりました。　今年も10月1日から『赤い羽根共同募金運動』が全国一斉にはじまりました。
　みなさんのあたたかい心がこめられた募金は、高齢者、障がい者、子どもたちな　みなさんのあたたかい心がこめられた募金は、高齢者、障がい者、子どもたちな
ど若狭町内の地域福祉活動に役立てられます。また、近年の異常気象等により災害ど若狭町内の地域福祉活動に役立てられます。また、近年の異常気象等により災害
が多く発生している昨今、その備えとして『災害等準備金』も積み立てています。大が多く発生している昨今、その備えとして『災害等準備金』も積み立てています。大
規模災害発生時のボランティア活動支援などにも共同募金が役立てられています。規模災害発生時のボランティア活動支援などにも共同募金が役立てられています。

　12月1日から歳末たすけあい募金運動
を展開します。
　寄せられました募金は、若狭町内で支
援を必要とする人たちが安心して暮らす
ことができるよう様々な福祉活動事業に
活用させていただきますので、みなさま
のあたたかいご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金運動が赤い羽根共同募金運動が
スタートしました。スタートしました。

今年もご協力お願いいたします。今年もご協力お願いいたします。

意志あるお金を共同募金に !意志あるお金を共同募金に !

平成27年度共同募金【計画】
募金総額（若狭町） 助成計画

3,800,000円

H27年度歳末たすけあい事業費 1,400,000 円
○ 障がい児（者）支援に関すること 550,000 円
○ ひとり暮らし高齢者交流会事業 500,000 円
○ 高齢者支援に関すること 200,000 円
○ 敬老月間スマイル事業 100,000 円
○ 歳末たすけあい配食事業 50,000 円
H28年度地域福祉事業助成 1,723,000 円
○ 小地域福祉活動推進事業
　 （モデル集落への助成、セミナー、若者出会いサポート等） 346,000 円

○ 福祉団体等活動支援事業（グループ、団体等への助成） 350,000 円
○ 福祉教育・児童育成支援助成事業
　 （小・中学校、保育所（園）等への助成）など 350,000 円

広域助成金（福井県共同募金会へ） 677,000 円
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昨年度実施した助成事業の様子

「ひとり暮らし高齢者交流会」
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※共同募金の一部である「地域を良くするプロジェクト」で助成を受けた団体を一部紹介しています※共同募金の一部である「地域を良くするプロジェクト」で助成を受けた団体を一部紹介しています

　共同募金の協力を頂き、大変ありがたく感謝
しております。私達団体が行っています「結婚
相談事業」は結婚されない男性、女性が増して
きており、年々難しくなってきています。研修
等を通して一人でも多くの方に幸せを見つけて
家族を持って頂きたいと思います。その為にも
共同募金で研修や相談員の資質向上に向けて有
効に使わせて頂きます。

若狭町婦人福祉協議会

　当会は会員からの会費はもちろん、町からの補助金だけでは
十分な活動予算がないのが現状で、この助成金は大きな活動資
金の一部となっています。主に、毎年恒例の施設見学研修会や

親子対象の余暇活動に充てさせて頂いて
います。今後とも、地域の皆様方に支え
られながら、活動を充実なものにしてい
きますので、何卒皆様方の温かいご支
援とご協力をお願い申し上げます。会
員一同心より御礼申し上げます。

若狭町知的障害児（者）家族の会
のぞみ会

　当園の取組みは、地域、保護者、
子どもたちが一体となり、食育を
通じて子ども達の健全育成に寄与
することを目的としております。
小学校の畑でのさつま芋植えや栗
拾い、梅もぎ体験をさせてもらい、梅干作り、梅ジュース作りにも挑
戦し、参観日にふるまうことができました。このような世代間を通し
た菜園活動・ふれあい交流は年々充実し定着してきております。これ
も一重に、地域の皆様方の厚いお志や温かい見守りがあってこそと感
謝しております。今後共ご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げ
御礼に代えさせて頂きます。

梅の里保育園梅の里保育園

若
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栗

～ ありがとうメッセージ ～～ ありがとうメッセージ ～
昨年度共同募金の助成を受けた団体より昨年度共同募金の助成を受けた団体より
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Vol.343分
３分で分かる介護は、できるだけ家庭での介護負担を軽減できればとシリーズ化しています。

インフルエンザ2015
　毎年やってくるインフルエンザの時期。風邪ひいたかな?と思ったら段々辛くなってきてイ
ンフルエンザだった!なんて事ありませんでしたか?インフルエンザにも種類があるってご存
知でしたか?A型とB型の違いって何なんだろう?と思った事のある人もいると思います。今回
は2015年に流行するインフルエンザ、症状についてご紹介していきます!

風邪とインフルエンザの見分け方!

　インフルエンザと風邪は咳や鼻水、くしゃみ、発熱など症状はあまり変わりはありま
せんが、違うのは発熱したときの温度の上がり方です。風邪の場合はゆっくりと体温が
上がっていくのに対し、インフルエンザの場合は発熱するとすぐに体温があがってしま
いあっという間に38℃を越えます。他にはだるさ、筋肉痛などの全身の症状が強くでる
のも風邪との違いです。

A型の特徴は? B型との違いは何?

　インフルエンザにはそれぞれ特徴がある違うウイルスが存在します。主にA、B、C型の3つです。よく聞かれ
るのはA型とB型ですよね。C型はあまり耳にしないウイルス型ですが、症状が軽くあまり流行しないです。A
型とB型は感染力が強く、症状も人によって個人差があるのでなかなか区別がつきません。しかしB型は消化器
系に症状が出やすいようで、腹痛や下痢などが起こりやすいです。
　もうひとつ大きく違うのは感染経路です。B型は人から人にしか感染しませんが、A型は人から人へはもちろ
んの事、鳥などの動物からも感染します。流行スピードもB型は比較的ゆっくりですが、A型は急激に広がりま
す。しかもA型インフルエンザは変異が多く、毎回カタチを変えて登場しますから、A型はB型に比べてとても
強いウイルスだということです!

A型はどんな症状がでるの?

　A型インフルエンザの特徴は高熱が出る事です。悪寒、頭痛が主な初期症状で、それから急激に熱が上がります。
関節痛、筋肉痛も伴い体のだるさがとても強く出ます。他にも咳、喉の痛み、くしゃみ、下痢などの胃腸症状がで
たらインフルエンザにかかっている可能性が高いです。初期症状ではなかなか区別がつきにくく、風邪かな?と
済ませてしまってインフルエンザが悪化してしまい、周りに感染させてしまうことが多いようです。

インフルエンザの潜伏期間は長いと1週間だといいます。
1週間以内に感染している人に接触した場合、
もしかしたら貴方もインフルエンザになっているかもしれません!
おかしいなと思ったら早めに病院に行きましょう!
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「若狭町社会福祉協議会設立10周年記念式典」
を開催します!!

　平成17年4月1日に旧三方町社会福祉協議会と旧上中町
社会福祉協議会が合併し「若

狭町社会福祉協議会」が設立して、本年度で10周年を迎える
事となりました。

　10周年を記念してパレア若狭で開催されます「ハート&ア
ートフェスタ2015」の一環

として、パレア若狭10周年記念式典と合同で「社協10周年記
念式典」を開催します。

■ 日　時 平成27年11月14日（土）午前9：00～12：00

■ 場　所 パレア若狭音楽ホール（若狭町市場18－18）

■ 内　容 9：00～ 式典
 9：40～ 福祉講演会

  ◎講演者：國松善次氏

  　（元滋賀県知事、NPO法人福井県健康生きがいづくり協議
会理事長）

 11：00～ 一行詩表彰式

 12：00 閉会

＊入場券（無料）が必要となります。

　取扱窓口：若狭町パレア文化課（パレア若狭内）　TEL：07
70-62-2506（チケットカウンター）＊入場

　取扱

理事長

ンター

長）

ー））

第 6回 五湖の郷秋祭り
■ 日時
　 平成27年11月3日（火・祝）

■ タイムスケジュール
　 13：00～ 始まりの挨拶
　 13：05～ 出店開始
　 13：10～ Flying Bird（バンド）
　 13：55～ コロッコ合唱団
　 14：30～ みんなでジャンケンポン
　 14：45～ 五湖の郷レンジャーによる
 寸劇とお菓子まき
　 14：55 終わりの挨拶

■ 出店内容
　食　部　門：フランクフルト、焼きソバ、
 ポテト、チョコケーキ、
 スイートポテト、飲料水
　ゲーム部門：輪投げ

第 6回 きらりアート展
　障がい者および特別に支援を必要とする児童・生徒の芸術才能を発掘し、生きがいづくりに努め、併せて地域住民に感動を与え、輝きと優しさのある共生社会の実現を目指します。

■ 作品展示期間・会場
【きらりアート展】　パレア若狭ギャラリー　平成27年11月5日（木）～11月22日（日）9：00～20：00　※10日（火）・17日（火）は休館日【きらりアート美浜なびあす展】　美浜町生涯学習センターなびあす 学びのストリート　平成27年12月11日（金）～12月17日（木）9：00～22：00　※14日（月）は休館日
【きらりアートネッツトヨタ福井店舗等巡回展示】　◎嶺北地域での展覧会として実施予定　平成28年1月～2月頃　　
■ 問い合わせ
　 若狭町社会福祉協議会（きらりアート展実行委員会）　 TEL：0770-62-9005
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お届けします welfare information福祉 情報の

　9月27日（日）「ボランティアの日」に、若狭町社協の3事業
所を拠点とし、ミニ椅子作り教室（いずみ）、デコパージュ石鹸
作り教室（パレア若狭、五湖の郷）を開催しました。この教室で
は、ちょっとしたボランティア“ちょボラ”をテーマとし、作っ
たものを地域の気がかりな方へ贈る活動をしています。

　8月22日（土）に若者男女交流イ
ベント「夏恋」が開催されました。
虹岳島荘にてバーベキューを行ない
肝試し、花火等で交流を深めました。

　夏恋をやってみて僕は仲間の頼もし
さと若狭町の若者の元気のよさ人柄の
よさを再確認できました。イベント当
日はサポーターのみんなが率先して動
いてくれてとてもスムーズに進めるこ
とが出来ました。いろんな人に支えら
れ最高のメンバーで取り組めた今回の
夏恋はとても貴重な体験になりました。

若狭町社協設立10周年記念　ボランティアの日

実行委員会による
会議・準備風景

実行委員長
坂口　拓也
（塩坂越）

イベント当日風
景当日風景

Aさん
「すごく楽しく友達の輪も広がりました」
Bさん
「話せるか不安に思っていた時、相手の方から話してくださり嬉しかったです。若狭町にはこんな方がいらっしゃるのだなと新たな発見にもつながりました」

参加者の声

Aさん
「とても楽しかったです。
集落内の気がかりな友人と話すきっかけづくりにします」
Bさん
「子どもたちと楽しみながら作ることができました。これから、おじいちゃんに渡しに行こうと思います」

参加者の声

若狭町社協設立10周年記念 夏恋
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　「社会福祉事業に役立てて下さい」と下記の方々よりご寄附
をいただきました。預託や寄附いただきました物品は、地域
や若狭町社会福祉協議会にて有効に使わせていただきます。
下記以外にも多くの方々より、使用済み切手やエコキャップ
等のご寄附をいただきました。ありがとうございました。 
（敬称略・順不同）

平成27年7月22日～ 9月24日

物 品 預 託

福 祉 基 金
武長 小一
（若狭町田井） 300,000円 匿名 100,000円 木原 進

（若狭町気山） 100,000円

匿名 300,000円 清水 弘明
（若狭町鳥浜） 200,000円 辻本 峯雄

（若狭町井ノ口） 100,000円

匿名
（7月10日お預り分） 200,000円 上田 治太郎

（若狭町海山） 500,000円 森川 千鶴子
（若狭町鳥浜） 200,000円

木下 賢一 野菜 家具のかわら 2人掛けソファ

【問い合わせ】 若狭町社会福祉協議会　パレア若狭本所
 TEL：0770-62-9005　担当：宮川

マイクロバスの利用及び貸出取
り止めについて

　若狭町のデマンドタクシー運行に伴い、段階的に運用していたふれあいサロンバ
ス事業を休止する運びとなりました。これにより、マイクロバスの送迎・貸出につ
いて、地域の皆様にご意見をお聞きし、事業の再検討を重ねてきました。
しかし、事業を維持する為には、車輌維持費や故障対応に加えて利用料金等の課題
が多く、継続が極めて困難であることに鑑み、平成27年12月末をもって事業を廃
止することになりました。
　大変長い間ご愛顧いただき誠にありがとうございました。事業廃止に伴い、ご利
用いただいておりました皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解を賜り
ますようお願い申し上げます。
　なお、今後の予約受付はお断りさせて頂きますので、ご了承ください。

答えは8ページ

いただきました「書」は、
地域福祉センター泉にて
飾らせていただきます。

松村勉様（若狭町鳥浜）から「書」
をいただきました
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