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現在は？
保育士をしています。子供た
ちの元気いっぱいな姿やかわ
いらしい姿を見て、元気をもら
ったり、笑顔になったり幸せな
毎日で充実しています。
若狭町の好きなところは？
自然豊かで人も温かく、住み
やすいところです。
理想のタイプは？
落ち着いていて、ゆったりして
いる人。自分がバタバタして落
ち着かないので、真逆の人が
理想です(笑)
夢は？
ケーキを作れるようになるこ
とです(笑)今は食べること専
門で、一度も作ったことがない
ので、いつかおいしいケーキ
が作れる女子になりたい！
幸せを感じる瞬間は？
友達や家族、大切な人達と一
緒に居る時です。

現在は？　
現場監督をしています。やりが
いのある仕事なので、これから
も頑張っていこうと思います。
若狭町の好きなところは？
緑が豊かなところ。また、温か
い人たちが好きです。
理想のタイプは？　
一緒にいて楽しめ、落ち着け
る人です。
趣味は？
ゴルフです。まだ始めたばか
りですが、周りに負けないよう
に頑張ろうと思います。
今はまっていることは？
最近カメラを買ったので、いろ
んな場所へ行って写真を撮る
ことです。
家族へ一言！
これからは、たくさん親孝行し
ていきます。今まで育ててくれ
てありがとう。

　昭和５２年に発足し、今年で３６年目を迎える上中柔道スポーツ少年団は、「精力善用」「自他共
栄」の精神を理念として、一生懸命柔道に励んでおられます。
　監督の三木さんは、「厳しさの中にも楽しさをもって柔道に取り組んでいます。あまり勝負にこだ
わらず、自転車で転んでも頭を守るために、基本である受け身が身につけられるように精進していま
す。子どもたちには、柔道を通して相手に対する尊敬と労りの気持ちが持てるようになってくれれば
良いと思っています。」と語ってくださいました。
　また、「指導者はいつも優しく子どもたちを受け止め、時に厳しく接することで、いつまでも柔道を
好きでいてくれるよう努力しています。」と、熱く指導しておられ
ました。
　コーチや保護者のもとで、年齢を超えたつながりの中に、和
気あいあいとしたアットホームな雰囲気が感じられました。ま
た、練習中は厳しい稽古の中にも、声を出しあって皆の気持ち
を高めるなど、いきいきと取り組む姿がとても印象的でした。

カメラ
はまってます！

登録メンバー　２０名

（男子13名、女子7名）

指導者

 監督：三木章史

 コーチ：遠山信敬、千田達夫、

 　　　　窪坂衛、三木浩史、

　　　　 高橋まどか

練習日

 毎週金曜日 19：30～20：30

稽古場所

 上中中学校　赤瓦館

主な大会

 県スポーツ少年大会、キッズ柔

 道大会、小浜市柔道大会

ふれあいネットワーク

若狭町無悪 ２１歳
O型 ふたご座（独身）

若狭町大鳥羽 ２２歳
A型   てんびん座（独身）

ケーキ
　だいすき♡

由美子
安部
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ごあいさつ
　私、このたび関係各位のご推挙により、前期に引き続き若狭町社会福祉協議会会長に就任いたしました。

　福祉の現状は、人口の減少、高齢化等により、より複雑多岐で多くの問題があります。当会では、これらの問題に地

域のみなさんと共に取り組み、解決してまいりたいと思います。何卒ご理解ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

　当会の運営は、町民のみなさん一世帯を一会員としての年会費、行政等からの補助金、介護保険サービスによる収入

金などが主な財源となっております。

　社会福祉協議会の大切な事業は地域福祉であります。その地域に住む人達が、共に支え合って、幸せに暮らせる地域

（まち）づくりをと願っております。「第２次若狭町地域福祉活動計画（５か年）」では今年度３年目に入り、より一

層の進行に努力してまいります。

　当会では、この２５年度より新しく西浦地区神子集落に小規模多機能ホーム「みさき」を開設いたしました。これは、

施設は小さいながらも多くの介護サービスが受けられる施設でありまして、地域のみなさんには地域の拠点として喜ば

れるものと自負しております。また障害者自立支援法の改正により、相談事業を拡充しました。さらに、ゲートボール

場としてご存知の「生きいきふれあい館」の管理運営も行うようになりました。

　私たち役職員一同は、これからも町当局をはじめとする関係機関のご指導ご支援をいただきながら、地域福祉、介護

保険サービス等事業により一層精励していく所存でありますので、町民のみなさんのご理解、ご協力を伏してお願い申

し上げごあいさつとさせていただきます。

若狭町社会福祉協議会　会長　塚本　新一

（敬称略・順不同）【任期　平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日】

会長　塚本　新一

（地域代表）

副会長　宇田　保夫

（地域代表）

理事　岡上　角衞
（地域代表）

理事　明智　忍

（地域代表）

理事　橋本　信文

（地域代表）

理事　井関　和明

（地域代表）

理事　山口　容子

（地域代表）

理事　河村　平右衞門

（地域代表）

理事　山口　賀代子

（地域代表）

理事　武長　伸夫

（地域代表）

理事　日置　孝雄

（民生委員児童委員協議会代表）

理事　福谷　洋

（議会代表）

理事　蓮本　直樹

（行政代表）

監事　常田　茂

（地域代表）

監事　竹内　収平

（学識者）

若狭町社会福祉協議会は「みんなが支え合い、すべての人が

幸せを感じられる、心地よい地域づくり」をめざしています
ま ち新体制になりました

事務局長　田中　文明

事務局次長　今井ひろみ

職員　　91名
パート　85名
契約　　  3名

 計     179名

パレア若狭本所

２名■法人運営事業

■地域福祉事業 8名

■生活支援ハウス

■リラクゼーション施設 ５名

■食事サービス事業 ７名

■デイサービスセンター

　パレア若狭 １８名

■居宅介護支援事業所

　パレア若狭 ５名

■小規模多機能ホーム

　ほたる熊川宿 ７名

所長　今川 政之 いずみ事業所

■葬祭事業 ３名

■デイサービスセンター

　いずみ １４名

■ホームヘルプサービス

　いずみ １７名

■訪問入浴いずみ ６名

■訪問看護ステーション

　美方 １０名

所長　田辺 隆明

■地域福祉事業

■生きいきふれあい館事業 ５名

１名

五湖の郷事業所 所長　清水 武久

■食事サービス事業 ５名

■地域福祉事業 １名

■小規模多機能ホーム

　みさき ７名

■デイサービスセンター

　五湖の郷 ７名

■障がい者日中活動支援事業

　五湖の郷 7名

■障がい者・児相談支援センター

　五湖の郷

■特別養護老人ホーム

　五湖の郷 ２９名

■障がい者ケアホーム

　五湖の郷　 ３名

■認知症対応型グループホーム

　五湖の郷　 ７名

所　　属 氏名 集落名 所　　属 氏名 集落名 所　　属 氏名 集落名

民生委員協議会 小西　清光 藤井 ＰＴＡ連合会 奥村　康宏

下タ中民生委員協議会 小堀　淑子 鳥浜 ＰＴＡ連合会 田邉　　薫

向笠

民生委員協議会 中村　　悟 堤 保護司会 小堀　善信 鳥浜

民生委員協議会 原田　房枝 若王子 保護司会 池上　　勉 新道

農漁協 藤村　照雄 母子福祉協議会 和多田きぬ枝 気山

農漁協 岡本　雅弘

常神

母子福祉協議会 宇野五十鈴

老人クラブ 浜上　幸紀 商工関係 長田　浩二 海山 身体障害者協会 熊谷　義之

老人クラブ 石田　喜彦 商工関係 池田　源三 身体障害者協会 勝見　誓司 井ノ口

女性の会 福井眞寿美 婦人福祉協議会 千田　要子 鳥浜 社会福祉施設 栗駒　辰子 世久見

女性の会 千田　敏子 鳥浜 婦人福祉協議会 長谷　洋子 長江 社会福祉施設 中川　博美 田井

【任期　平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日】

兼田

安賀里

海士坂

山内

藤井

子供会育成会
4月22日の会議で決定

三方地域代表

上中地域代表

ボランティア
5月中旬の会議で決定

三方地域代表

上中地域代表

（敬称略・順不同）

１名

塩坂越

関

赤尾　良之 成出

吉田　宏一 新道

区長会

区長会
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集 落 名 氏　　名 集 落 名 氏　　名 集 落 名 氏　　名

倉見

白屋

成願寺

上野

能登野

能登野

横渡

井崎

井崎

高岸

岩屋

田上

東黒田

相田

相田

藤井

藤井

南前川

南前川

北前川

佐古

向笠

鳥浜

鳥浜

館川

三方

気山

気山

上瀬

成出

田井野

梅ヶ原

田立

別庄

世久津

伊良積

北庄

海山

世久見

食見

塩坂越

遊子

小川

小川

神子

常神

大鳥羽

大鳥羽

上黒田

麻生野

海士坂

三生野

無悪

三田

小原

南

山内

持田

長江

朝霧

末野

安賀里

下タ中

有田

下吉田

上吉田

脇袋

瓜生

関

若葉

サンコーポラス瓜生

グリーンハイツ

熊川

熊川

新道

河内

せせらぎ

仮屋

若王子

三宅

市場

井ノ口

天徳寺

神谷

日笠

あじさい団地

杉山

堤

兼田

武生

玉置

上野木

中野木

下野木

大野　久栄

永上　真由美

蓮本　史郎

畠中　二三枝

木田　節子

鳥居　由利子

江戸　幸吉

池上　小夜子

藤田　鈴代

清水　琴江

大野　千芳美

吉田　敏子

吉田　絹子

百田　早苗

河村　範子

竹内　紀代

常田　始子

藤本　栄子

大崎　君子

小堀　やよい

吉田　順子

西村　　子

松村　寿子

大橋　博之

坂口　真里子

加藤　節子

兼田　久子

坂口　玉枝

澤田　エリ子

久保　やす代

玉井　常光

清水　廣幸

武長　敬介

渡辺　稔之

清水　恵美子

田辺　昭人

田辺　静也

田辺　延弘

青木　順子

山野　浜子

元田　えみ子

田辺　吉治

松本　さとみ

松本　香織

宮下　久義

山本　三恵子

松宮　昌弘

桧鼻　ふじよ

橋本　玉枝

世儀　政也

大橋　夕子

西川　多津子

高田　美佐子

辻井　和子

岩本　まさみ

南谷　初夫

宇野　次男

西田　修

長谷　美千代

酒井　正一郎

下島　ゑみ子

岡本　道彦

井上　弘子

大田　敦子

辻井　真二

松宮　恵子

新宮　みさ子

田中　和彦

柿本　幸夫

横山　辰典

小下　美智子

四本木　宣昭

石田　辰次

藤井　美栄子

藤井　弘

松岡　喜一

三代　信明

水江　君江

吉田　仁志

福永　久美夫

水瀬　玉江

松宮　正文

中西　昭彦

山崎　春枝

小林　善城

岸　幹夫

桑原　まさ枝

小梶　喜美子

水口　久美子

福田　惠子

東　美代子

居関　嘉一

正木　弘

谷　浩

（敬称略・行政順）

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同） （敬称略・順不同）

集落名 氏　　名 集落名/選出先 氏　　名 選出先 氏　　名

藤井 小西　清光 （社会福祉団体）

下タ中 北原　　淳（ボランティア活動実践者）

上中中学校 大峡　　歩（教育関係者）

　堤 内藤　節子 （学識経験者） ゆなみ 高鳥美由紀（社会福祉施設）

北前川 小堀　美穂（ボランティア活動実践者）

三方中学校 竹村　嘉明（教育関係者）

４月中旬決定予定　 （ボランティア活動実践者）

集落名 氏　名 備　　　考

仮屋 塚本　新一 若狭町共同募金委員会 会長

東黒田 吉田　　正 社会福祉事業関係者

成出 赤尾　良之 若狭町区長会長

熊川 宮川　直美 学識経験者（教育関係者）

兼田 福井眞寿美 若狭町女性の会 会長

集落名 氏　名 備　　　考

上吉田 坪内理恵子

熊川 亀井　　浩

南前川 山竹順一郎

上野 吉村八千代

苦情解決に社会性や客観性を確保

し、利用者の立場や特性に配慮した

適切な対応を推進するための委員
■お問い合わせ先
　若狭町社会福祉協議会　小規模多機能ホームみさき
　ＴＥＬ：０７７０-４７-１０２７　担当：平田

Ｑ１．「小規模多機能ホーム」ってどんなとこ？
　介護が必要となった高齢者が、住み慣れた地域で生
活を継続することができるように、「通い」を中心に、利
用者様の状態や希望を踏まえて「訪問」「泊まり」の３つ
のサービスを組み合わせたサービスを提供できるとこ
ろです。

Ｑ２．利用できる人は決まっているの？
　「みさき」は介護認定をうけられた小川・神子・常神の
集落の方がご利用いただけます。ただし、登録定員１８
名となっておりますので、登録されていない方へのサー
ビス提供はできません。

Ｑ３．一般住民の施設利用はできるの？
　地域交流の場として、子どもから高齢者まで幅広く交
流できる施設として活用していただけます。

　小規模多機能ホーム「みさ

き」は、若狭町立岬小学校教

職員寮を改修してつくられま

した。

　福祉の拠点である「みさき」

をサロン活動やボランティア

活動など様々な活動の場とし

て、活用いただきたいと思い

ます。気軽にご利用ください。

■レクリエーション（リハビリ）
　　　 「ここやとゆっくり話ができる
　　　  なぁ。」

　念願の施設が開所いたしました。県道を小川から常神方面へ
向かうと、神子集落手前にひと際鮮やかな桜色の壁が見えてき
ます。「神子の山桜」と相まって施設の自慢のひとつです。
　この「みさき」が、福祉の拠点として末永く愛されるよう頑張り
たいと思います。
　「みさき」の桜がいつまでも咲き続きますよう、地域の皆様の
ご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

■食事
　　　 「おいしいけど、多すぎて残して
　　　  しもたぁ。」

■お風呂
　　　 「えぇ湯やなぁ～。」
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　障がいを持つ方が、地域で一人の人間として、自立して生きていくための支援が受

けられる住宅です。

　身体障害・知的障害・精神障害といった障がいのある方が入居できます。7段階あ

る障害程度区分の判定を受ける事が必要です。まずは、福祉課に相談しましょう。

※ 障害程度区分

　 … 非該当、区分1～6の7段階。区分6の方が重度の症状となります。

サービス事業所のご案内

ケアホーム・グループホームって？？

町内のケアホーム・グループホームは以下のとおりです。

■グループホーム・ケアホーム

・Ｃ･ネットふくい　おおとば寮（64-1600）

・Ｃ･ネットふくい　あじさいホーム（62-2550）

・若狭町社協　障がい者ケアホーム五湖の郷（46-1212）

Ｈ２５年度の法改正

により、今後ケアホーム

とグループホームは統合

される予定です。

ケアホームとグループホームの違いは？

どんなところ？ どんな生活をするの？

　障害程度区分により利用できるホームが異なります。

　　【ケアホーム】区分2－区分6

　　【グループホーム】非該当－区分1

　ケアホームでは必要な介護等の支援を、グループホームでは相談等の援助が受

けられるサービス内容となっています。

　障がいのある方が世話人等から生活や健康管理面でのサ

ポートを受けながら、共同生活を営む住宅です。マンショ

ンやアパートだったり、戸建の一般の住宅を利用したりし

て、社会福祉法人・ＮＰＯ法人・医療法人等が運営してい

ます。

　入居者には個室があり、食堂やお風呂等は共同スペース

となっています。

　平日の日中は、職場や作業所に通勤・通所したり、病院

や施設のデイケア等に通い、帰宅後は食事を摂ったり入浴

等一般の方と同様の生活を送ります。

ケアホーム・グループホームケアホーム・グループホーム

もっと知りたい！福祉サービス！！

あれ れこ

シリーズ

世話人って？

　定期的にホームを訪問し、食事作り・健康

管理等の助言や指導、または、必要に応じ

て食事や入浴の介助等、日常生活の援助を

行う人を世話人や生活支援員といいます。

ショートステイ（短期入所）ができる所も…

のの

　居宅において、その介護を行う者の疾病、その他の理由により、短期間の入所を必要とする障がい者（児）が当該施設に

入所し、入浴・排泄、及び食事、その他の必要な介護を受ける事ができます。

■グループホーム

・嶺南病院　ひまわり寮（62-1131）

　　　　　　 が始まりました！

～障がい者･児相談支援センター五湖の郷～

　　　　　　 が始まりました！

～障がい者･児相談支援センター五湖の郷～

指定特定相談支援事業
指定障害児相談支援事業
指定特定相談支援事業
指定障害児相談支援事業

　平成２４年４月の法改正により、相談支援事業者が作成するサービス等利用計画（または障害児支援利用計画）等を市

町に提出することが必要になりました。

　平成２７年３月末までにすべての障害福祉サービス等を利用する方が対象となります。

どんな事業？

　障がいのある方からの相談を受け、障害福祉サービスを利用する際の計画を作成します。計画

には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービス等が記載されます。

　サービス利用開始後は、利用状況や生活環境の変化に応じて計画を見直したり、必要なサービスの

調整を行います。

お問い合わせ先

障がい者・児相談支援センター五湖の郷

（若狭町社会福祉協議会　五湖の郷事業所内）

TEL：0770-46-1212　　担当：吉田

詳しくは、

お問い合わせ下さい！

　若狭町社協では、平成25年4月より若狭町から指定管理を受け、地域福祉センター泉の横にあります生きいきふれあい館

を管理・運営していくこととなりました。生きいきふれあい館は介護予防拠点として、ゲートボールやグラウンドゴルフな

ど、多くの住民の方々にご利用いただいております。また、スポーツで汗を流されたあとに、隣の地域福祉センター泉で休

憩や食事をとることも可能です。若狭町社協で手作りしているお弁当も予約することができます！！（20食まで）

　若狭町社協として、高齢者の健康維持と自立生活の確保を目的に、住民のみなさん同士のふれあい・憩いの場としてさら

に活用していただけるよう、利用しやすい環境整備を行なっていきます。

　みなさん、交流の場として生きいきふれあい館を利用して、楽しい生きいきlifeを満喫しませんか？

生きいきふれあい館事業

～みなさんの憩いの場としてお使いください！～

【利用時間】9：00～21：00

【休館日】12月29日～1月3日

【利用料】

　・1時間1,000円

   ・照明代：1時間300円

　  ※上記は全面コートを利用された場合の料金です。
　  　半面のみ利用される場合は上記の半額になります。               

　・暖房代：1時間1台につき100円

【お申込み方法】

　事務局までお電話か来所ください。

　申込日の翌月の末日まで予約可能です。

　・予約受付時間

　　8：30～17：30（土・日・祝日除く）

お問い合わせ先

若狭町社会福祉協議会　いずみ事業所

TEL：0770-45-2837　担当：木下

ご利用案内

♪お弁当♪
一食６５０円でご利用
いただけます！
※早めのご予約にご協力ください
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明倫買物クラブ始動！明倫買物クラブ始動！
「自分で買い物に行きたい…、けれど足がない」そんな地域の高齢者の声を聞いた明倫地区。この声をきっかけに、地区独

自で何かできないかと地域住民が力を合わせ立ち上がり、運転ボランティアグループ「明倫買物クラブ」を組織。なかなか

自力での外出が困難という方の支援を目的に、平成25年３月より本格的に活動をスタートしました。

【福祉車両貸出に関するお問い合わせ先】

　若狭町社会福祉協議会　いずみ事業所　TEL：0770-45-2837　担当：満田

　若狭町社協が「地域で支える送迎

サービス事業」として無料貸出してい

る福祉車両（７人乗り）を使用して利

用者をショッピングセンターや役場な

どへ送迎しています。

　活動日は週に１回。事前に会員登録

をした利用希望者と運転ボランティア

が集落を基本にA～Cの３つのグループ

に分かれ、そのグループ単位で運行日

程を組み立てており、午前に上中方面、

午後に三方方面へと送迎しています。

利用１回につき協力金１００円。

ガソリン代に充てています。

みんなで解決!!
　平成２３年度より、町内各地区（小

学校区）単位で地域課題を発見・共有

し地区全体で住民のみなさん自身が課

題解決に向けて考え実践していく場と

して『地域支え合い検討会議』を重ね

てきました。この会議は、近所での見

守り活動など地域の福祉力を高めるこ

とを目的としています。明倫地区では

「高齢者などが出かける際に交通手段

がない」という課題があがり、地区独

自で外出困難者の交通手段を確保でき

ないか、運行ルートを作れないか検討

してきました。地区内でアンケートを

実施し、車で買い物に行きたい方がど

のくらいいるのかを現状把握するとと

もに、運転ボランティアを募り「明倫

買物クラブ」の立ち上げへとつながり

ました。

魅力は人とのつながり
　３月７日、いよいよ明倫買物クラブ

として初めて活動する日が来ました。

最初は運転ボランティアさんも緊張し

た面持ちでしたが、しっかりと車両確

認を行ない準備万端で出発して行きま

した。最初の乗車場所には早めに着い

たのですが、利用者のみなさんはすで

に待っておられ、嬉しそうな笑顔で車

に乗り込まれました。車内でも利用者

同士の会話が弾んでおり、お互いが顔

を合わせる良い機会となっているよう

でした。買い物後、帰る際に「ありが

とう」と言いながら満面の笑みで帰ら

れる姿が印象的でした。利用された方

々からは「こういう支援があると嬉し

い。今までは人に頼まないといけなか

ったから…」「これからも利用したい」

という声をお聞きしました。

　ボランティアさんにこの活動の魅力

を伺うと「車の中でおしゃべりしなが

ら、人とつながることができる」「少

人数だから、利用者に合わせてコース

や時間を調整できる」とおっしゃって

いました。利用される方もボランティア

さんも両方が、楽しみながら活動され

ているように感じました。　

お互いさまで…
「自分でできることは自分でやろう。

自分でできないことはお互いに助け合

おう」のスローガンのもと、この活動

を始めた明倫地区。活動を始めて、約

１か月半。現在の会員数は利用者１４

名、運転ボランティア１７名。まだま

だ手探りで活動していますが、地区内

から「私も利用したい」という声があ

がるなど、着実にこの活動が根づいて

きているようです。「これから活動し

ていくと見えてくる課題もあるので、

その都度検討し改善していきたい」と

語るのは明倫買物クラブ代表の小西清

光さん。画期的な取り組みがスタート

した明倫地区。今後のさらなる活動に

もこうご期待！！

みなさんの地区・集落でも運転ボランティア
はじめてみませんか？

「ちょっくら買い物へ…」そんなときは私たちにお任せを

みつだ
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福祉基金

（敬称略・順不同）

物品預託

平成25年1月21日～平成25年3月20日

「社会福祉事業に役立てて下さい」と下記の方々よりご寄付をいただきました。預託

や寄付いただいた物品は、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付をいた

だきました。ありがとうございました。

welfare information このコーナーでは、福祉関係者や住民のみなさんからご提供いただいた若狭町の福祉情報を掲載しています。本誌で紹介してほしい福祉情報等ありましたら、若狭町社協までご連絡ください。福祉の情報お届けします

助成金情報助成金情報助成金情報

苦情受付をしております苦情受付をしております苦情受付をしております

配食ボランティア募集中！！配食ボランティア募集中！！配食ボランティア募集中！！
　葬儀会場から斎場までの無料送迎バスの老朽化に伴い、安全安
心な送迎をするため、４月より新たに１４人乗りの車両を整備いた
しました。
　大切な方の人生の終焉にあたり、ご遺族様が心静かにお見送り
できるよう、スタッフ一同心を込めてお手伝いさせていただきます。

苦情の受付
　苦情は面談、電話、書面などにより、各事業所に配置されている苦
情受付担当者が受付けます。なお、本会に直接申し出にくい場合は、
第三者委員（４ページ参照）に苦情を申し出ることもできます。

苦情受付の報告・確認
　苦情受付担当者は、受け付けた内容を苦情解決責任者に報告い
たします。受け付けた苦情解決責任者は、第三者委員に報告します
（申出人が第三者委員への報告を希望しない場合を除く）。第三者委
員はその内容を確認し、申出人に対して報告を受けたことを通知し
ます。

苦情解決のための話し合い
　苦情解決責任者は申出人と誠意をもって話し合い、苦情解決に努
めます。
　その際、申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができ
ます。

若狭町社協で解決できなかった場合
　本会にて解決にいたらなかった場合、または直接外部の相談機
関に相談したい場合は、若狭町役場福祉課、福井県社会福祉協議会
運営適正化委員会に申し立てをすることができます。

平成２４年度の苦情・要望件数
　支援内容や職員に対する苦情　１０件
　社会福祉協議会に対する苦情　　６件
　要望や希望と思われるもの　 　１８件

　以上３４件の貴重なご意見をいただきありがとうございました。
これらはすべて解決しております。
　若狭町社協で実施している事業について、皆さま方のご意見を真
摯に受け止め、さらなるサービスの質の向上を目指してまいります。

　若狭町社協では、ひとり暮らし高齢者の方などを対象に、手づくり
のお弁当を届ける配食サービスを行なっています。お弁当は毎日ボ
ランティアの方にご協力いただき、利用者宅へお届けしています。
　現在、上中・三方地域それぞれで配食ボランティアとしてご協力い
ただける方を募集しています。ご協力いただける方は、下記までお
気軽にお問合せください。

【活動日時】　平日（月～金）１１：００～１２：００
　　　　　　月１回程度

【お問い合わせ先】
　若狭町社会福祉協議会　
　（上中地域のボランティア）
　　パレア若狭本所　TEL：0770-62-9005　担当：河村
　（三方地域のボランティア）
　　いずみ事業所        TEL：0770-45-2837　担当：満田

　若狭町社協では、皆さまから寄せられた苦情について、誠意をもって適切な対応に努め、その解決にあたります。

地域を良くする活動を応援します！地域を良くする活動を応援します！地域を良くする活動を応援します！

○応募方法
　ホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入の
うえ都道府県・政令指定都市社会福祉協議会又は市区町村社会
福祉協議会の推薦を得て、財団事務局に送付して下さい。
　※申請書はすべて手書きで記入すること。
○応募締切
　平成２５年５月２４日(金) 【必着】

○お問い合わせ先
　〒100-0011
　東京都千代田区内幸町1-1-5　みずほ銀行本店内
　財団法人　みずほ教育福祉財団　福祉事業部
　TEL：03-3596-4532／FAX：03-3596-3574
　http://www.mizuho-ewf.or.jp/

上吉田　　坪内　好

成　出　　中村　均

熊　川　　宮川良平

１00,000円

300,000円

200,000円

5,000円

53,492円

相田すてるのはもったいない店

昭和18年十村尋常高等小学校

　　　　　6年生一同　旧十村

5,000円

若狭町母子寡婦福祉連合会

　　　　　　　　　すまいる会

井　崎　　中上　馨

白　屋　　渡辺　大元

西田女性の会

匿　名

匿　名

匿　名

介護用品

衣類

タオル

お米

食材

介護用品

匿　名

匿　名

介護用品、車いす

老人車

若狭町斎場から車両整備のお知らせ若狭町斎場から車両整備のお知らせ若狭町斎場から車両整備のお知らせ

○助成対象
　地域社会で高齢者のための活動をすすめている幅広いボラン
ティアグループ（住民参加型在宅福祉サービス団体等を含む）で、
次の要件を満たすもの。
　(1)ボランティア数１０名から５０名程度
　(2)結成以来の活動実績２年以上
　　※以下に該当する場合は助成対象外となります。
　(1)本助成を過去３年以内に受けたことのあるグループ
　(2)老人クラブ内での活動グループ
　(3)社団法人、財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人　　
　　(NPO法人）等の法人格を有する団体が行うボランティア活動
○助成金額
　１グループあたり１０万円を限度。助成グループの総数は１５０
グループ程度。

第 30 回 ( 平成 25 年度 )老後を豊かにするボランティア活動資金

　前回号に記載した、上中バレーボールスポーツ少年団の記事に一部誤りがありました。ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げ
るとともに、訂正させていただきます。　　　指導者　太田正嗣　→　大田正嗣　（敬称略）

嶺南地域福祉相談・介護実習普及センターより嶺南地域福祉相談・介護実習普及センターより嶺南地域福祉相談・介護実習普及センターより

高齢者専門相談（法律） 介護出前講座

【開催日時】　５月１６日（木）
　　　　　　１３：００～１６：００
【対  象  者】　高齢者やそのご家族等
【定　　員】　６名程度
【そ  の  他】　相談料無料、要予約（随時受付）

　あなたの身近な地域で介護講座を開催し
ませんか。
　介護のプロがあなたの地域へ出かけ、介護
する人も介護される人も負担の少ない安全・
安心・安楽な介護法をお教えします。
　詳細につきましては下記までお問い合わせ
ください。 

【お問い合わせ先】　　　　　　　　　　　　　
　嶺南地域福祉相談・介護実習普及センター　　
　〒917-0069　小浜市白鬚112　再開発ビル3階
　TEL：0770-52-7832　FAX：0770-52-7834

【お問い合わせ先】
　TEL：0770-45-1701　受付携帯：090-5172-3293
　＊受入時間は9時～16時までとなっております。
　（業務時間外もご予約を受け付けております）

赤い羽根共同募金助成金事業
『地域を良くするプロジェクト』申請団体を募集します
　この事業は、地域福祉活動の一環として住民のみなさまから寄せられた
共同募金を財源とし、私たちの地域を少しでも良くしようとがんばっている
団体やグループ等が、平成２６年度に実施する事業に対して助成します。

対象団体
福祉団体、サロン団体、NPO団体、小・中学校、高等学校、保育所(園)
※若狭町内で活動する非営利団体等への福祉活動助成とします。

助成額
・継続的事業(毎年行っている既存的事業)…上限５万円　審査：書類審査のみ
　初めて申請された団体については、初回に限り６月に開催の 『赤い羽根共同募金交流会』
においてプレゼンテーションしていただきます。

・発展的事業(既存事業を拡大・拡充する事業またはね新規事業)…上限１０万円
　６月に開催の『赤い羽根共同募金交流会』において、プレゼンテーションしていただきます。

　　　　【お問い合わせ先】
　若狭町社会福祉協議会　いずみ事業所　TEL：0770-45-2837　担当：木下

助成団体
募集中！
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