


だんだんと熱くなってきた今日この頃、みなさんはいかがお過ごしですか?若狭町ボランティアセンターでは、そんな熱
い夏に向けて、ボランティア関連の企画・イベントが目白押しです。小中学生・高校生のみなさんは夏休みを利用して、お
となのみなさんは休日などの少し空いた時間を利用して、ボランティアを始めてみませんか?

　「つながれボランティアの輪」推進運動5周年記念として実施するあなたのまちのランティー・コンテスト! これ
は、福井県ボランティアセンターのマスコットキャラクターである「ランティー」をモデルにした、若狭町（ご当地）

の良さをアピールできる服装や持ち物を持った「あなたのまちのランティー」デザインを公募し、若狭町
版（ご当地版）オリジナルランティーをつくるというものです。

9月の「ボランティア月間」に合わせて、若狭町では9
月最終日曜日を「ボランティアの日」と定め、ボラン
ティア活動の推進を行なっています。社協においても
「ボランティアの日」の取り組みとして毎年、ボラン
ティア体験講座など参加型イベントを開催していま
す。今年は9月28日（日）がボランティアの日です。
社協各事業所を会場にそれぞれ、ものづくりの教室を
実施予定で、それぞれの教室で作ったものを地域の気
がかりな方へ贈る活動を通して、ボランティア活動の
楽しさや意義を学んでいただく場になればと思って
います。詳細は次回8月号でお知らせします!

『つながれ! 80万人のボランティアの輪』～県民をつなぐ「おかげさま」と「お互いさま」の輪～

あなたのまちのランティー・コンテスト作品募集!

9月最終日曜日はボランティアの日

の良さをア
版（ご当

福井県社会福祉協議会がボランティア月間を制定した平
成3年、人間と昔から関わりが深く、親近感もあり、また、
盲導犬のように献身的で活発に行動する犬をキャラク
ターとして多くの応募作品から選ばれました。
胸にはボランティアの「V」、今日もボランティアの楽しさ
をみなさんにお伝えするために走り回っています。

（1） 福井県ボランティアセンターのマスコットキャラクター「ラン
ティー」をモデルに、ご当地の良さをアピールできる服装や持
ち物をデザインすること。

（2） ボランティアの「V」を、服装や持ち物のどこかに使用すること。
（3） 画材・技法については自由ですが、カラーデザインにすること。
（4） ランティーと判別できる程度の服装・持ち物にすること。

●募集内容
平成26年7月21日（月・祝）～9月30日（火）　※受付の申込は7月1日（火）から
●ボランティア体験期間

福井県内在住・在勤・在学する小学生高学年以上の方で、
ボランティア活動に関心のある方（小学生は原則保護者同伴です）

●参加対象者

（1）福祉施設等での介護・介助等の体験
（2）福祉施設等の利用者との交流、レクリエーションの手伝い
（3）施設行事や地域で実施されるイベント等の運営協力
（4）ボランティア養成講座や研修会等への参加
（5）NPOやボランティアグループが行なう活動への参加等

●主な活動プログラム

●ほっとはうす　●松寿苑
●若狭町社協 五湖の郷事業所障がいデイサービス

●町内の受入先予定 （1） 作品は、指定の応募用紙（A4版）で郵送・持参により提出してください。
 ※指定応募用紙は若狭町社協各事業所の窓口で配布しています。また、社協HPからもダウンロード可能です。
（2） 一人何点でも応募できますが、それぞれ異なる作品に限ります。

●応募方法・条件

若狭町ボランティアセンター運営委員会において審査し、入賞作品（最優秀賞・優秀賞他）を決定します。
入賞作品の発表は、9月下旬に直接入賞者に連絡する他、展示コーナーを設け一定期間展示します。
また、11月8日（土）に福井県生活学習館において行なわれる「つながりフォーラム」の中で発表する他、当会HP等で
公開します。

●審査・発表

若狭町内に在住または若狭町内に通勤・通学する方
●応募資格

平成26年7月1日～平成26年9月8日 必着
●募集期間

入賞者には
図書カード

他、

ステキな副
賞がありま

す!

たくさんの
ご応募

お待ちして
います（＾－

＾）

例えば…
 ☆清掃活動
集落内や学校区内での空き缶拾い、
草取り、公共施設の清掃など

 ☆製作活動
集落や学校で使うものを手づくりして配布するなど

 ☆サロン・施設でのふれあい活動

 ☆ボランティア出前講座の開催
「ボランティアについて知りたい、学びたい」というみな
さんの思いをサポート! 社協職員が直接集落・学校へ出
向き講座を開催。

「ボランティアって何から始めていいかわからない」「ボランティアをする機会がない」と思っている方にピッタリ
のプログラムです。このサマーボランティア体験は、県内在住の方を対象にボランティア体験活動プログラムを提
供することで、ボランティア活動へ参加するきっかけをつくり、ボランティア活動への理解と参加意欲を促進する
目的で実施しています。

その他、毎年恒例ボランティア作文コンクールなども実施します。まずは下記ボランティアセンターへ
お気軽にご相談ください。ボランティアでの新しい出会いや気づき、学び、感動、そして、たくさんの笑
顔が、皆さんの今年の夏を特別なものにしてくれるはずです!

サマーボランティア体験2014

特 集

福井県社会福祉協議会
福井県ボランティアセンターの
マスコットキャラクター

ランティー
誕生日：1991年10月28日
性別：オス

集落でも
取り組もう

さあ、ボランテ
ィアの旅へ出発だ

!!

日（火）から

【お問い合わせ・応募先】
　若狭町ボランティアセンター（若狭町社会福祉協議会パレア若狭本所内）
　〒919‐1541　若狭町市場18‐18　TEL：62‐9005　担当：満田

みつ  だ

プロフィール
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Vol.273分
3分で分かる介護は、出来るだけ家庭での介護負担を軽減できればと思いシリーズ化しています。

おむつの種類・選び方編
排泄介護において、ご本人と介護する方が、ともに快適に過ごすためには、おむ
つを使用される方の体の状態や生活リズムなどを把握したうえで、アウター（外
側のおむつ）＋インナー（内側のおむつ）を組み合わせて使うことが大切です。

おむつを選ぶポイント

おむつの種類

おむつ・パットは外側に使用するアウターと内側に使用するインナーの大きく2つに分
かれます。まずアウターに使用するものから選び、必要に応じてインナーを選びます。

機能面から選ぶ
（吸収量とパットの形状）
①どんなアウターと
　一緒に使うか
②性別
③尿量や使用する状況に
　適したもの
　○長時間用　○昼用
　○夜用

アウター（外側） インナー（内側）
ADL（日常生活動作能力）と使用者の好み、
体型から選ぶ。

テープ止めタイプ
● 吸収量が多いため長時間交換できない場合に有効です。
● 体を動かせない寝たきりの方に適しています。
● 長時間使用の場合ムレやかぶれに対するケアが必要です。
● 比較的高価です。

尿とりパット

フラット型
● 比較的安価なため交換回数の多い方に適しています。
● フィット感が薄いので活動的な方には適していません。

失禁パット
● 軽度の尿失禁用から多量吸収タ
イプまで、また男性専用の陰茎を
収めるポケット型など、大きさ・
種類とも豊富です。

ひょうたん型
● 横もれしにくく活動的な方に適しています。
● 股ぐりが痩せている方にはフィットしない場合があります。

パンツタイプ
● 普通の下着のようにはくタイプです。
● おむつに対する抵抗感は比較的少なく、トイレの
基本動作はできるが時間がかかってしまう方やト
イレに間に合わないことがある方に適しています。

①介護される方のADL
歩ける・立てる・座れる

寝て過ごす

紙パンツ

テープ止めタイプ

②排泄する方法

③使用者本人の希望

トイレやポータブル

おむつ

紙パンツ

テープ止めタイプ

アウター

インナー

タ
を

家 深めるレシピ族 絆の を家 深めるレシピ族 絆の をののののの をののののの をををををを

小さいお子様や、おじいちゃんやおばあちゃんまで、ご家族いっ
しょにお誕生日や記念日をお祝いしませんか？そんなお祝いの場
にみんなで食べられるケーキの紹介です。

第 1回　ババロア

材  料（4～5人分）

　卵黄 ………………… L2個
　砂糖 ………………… 50g
　牛乳 ………………… 200㎖
　ゼラチン …………… 5g
生クリーム …………… 100㎖
バニラエッセンス ……適量

　生クリーム ………… 100㎖
　砂糖 ………………… 20g
フルーツ ………………お好み

1

3

4

ボウルに卵黄と砂糖
を入れて泡立て器で
白っぽくなるまで混
ぜます。

❶に❷を入れて混ぜ合わせ細かいこし器でこします。

❸を湯せんにかけゴ
ムべらで混ぜながら
温めていきます。ゴ
ムべらにのせてうっ
すらと厚みを持って
少しトロミがつけば
OK。

牛乳を鍋に入れて沸騰直前まで温めます。
水でふやかしたゼラチンと
バニラエッセンスを入れて溶かします。
（焦げ付かないように注意する。）

2

7

6

お好みの器に流し入
れて冷蔵庫で冷やし
固めます。

8 固まったら生クリー
ムとフルーツで飾り
付けて完成です。

人肌よりも冷ましたら6～7分位泡立てた生クリー
ムを2～3回に分けて加えながら混ぜ合わせます。

❹を氷水の入ったボウルの上に当てゴムべらで混ぜ
ながら冷やしていきます。

5

ババロア

飾り
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お届けします welfare information福祉 情報の

3月27日（木）にパレア若狭で開催されました評議員会におき
まして、経営管理の強化を目的に設置された常務理事として田
中文明氏（南）が選任されました。また、昨年12月に若狭町民
生委員児童委員協議会の会長に就任された河原直治氏（北前川）
が理事として選任されました。

5月28日（水）に地域福祉センター泉で開催されました理事会におきまして、
地域の代表者として30名の方々が評議員として選任されました。

評議員名列（第6期） （任期）平成26年4月1日～平成28年3月31日まで

社会福祉協議会の自主財源のひとつである会費を活用して、地域福祉事業を行っています。
今年度もご協力をよろしくお願いします。

事　業　名 割　合 各事業の内容

◆外出支援事業 33% 公共交通機関の利用が困難で医療機関への通院が難しい高齢者や
障がい者を対象とした医療機関への送迎を行っています。

◆地域サロン事業 1% ふれあいサロンやサークル、老人会等でお出かけをする際の送迎
サービスを行っています。

◆ボランティアセンター運営事業 1% ボランティア活動の拠点としてボランティアのコーディネイトや
活動推進のための講座やイベントを開催しています。

◆心配ごと相談事業 2% 地域住民のみなさまが抱える生活上のあらゆる相談に応じています。

◆小地域福祉活動推進事業 10% いちばん身近な集落での支え合い・助け合い活動を推進するため、
研修会の開催やモデル集落を指定して活動を推進しています。

◆日常生活自立支援事業 14%
高齢や障がいなどにより判断能力が不十分な方が地域で安心して
生活できるよう福祉サービスの利用援助や日常的なお金の管理な
どをサポートしています。

◆まごころ給食事業 4% 高齢者世帯を対象に 650 円の利用料でボランティアの協力を得て
ご自宅まで昼食弁当をお届けしています。

◆障がい者アート作品公募事業 13% 障がい者の芸術才能の発掘と生きがいづくりおよび地域住民の障
がい者の理解と共生社会の実現のため公募事業を実施しています。

◆葬祭事業 22% 葬儀会場から斎場までの送迎を行っています。
合　計 100%

所　属 氏　名 住 所 所　属 氏　名 住 所

民生委員児童委員協議会

安井　幸子 横渡
商工関係

長田　浩二 海山
田中　俊介 田上 池田　源三 海士坂
松井登美夫 熊川

婦人福祉協議会
千田　要子 北前川

松宮　妙子 大鳥羽 井上　澄子 上野

区長会
江戸　靖宜 田上

PTA連合会
井上　敬悟 井崎

宮本　喜一 末野 鳥羽　　司 大鳥羽

老人クラブ連合会
河原猪一郎 向笠

子供会育成連絡協議会
塚原　利夫 横渡

石田　喜彦 関 北川　　真 天徳寺

女性の会
大久保雅子 向笠

母子寡婦福祉連合会
堀口　善江 兼田

福井眞寿美 兼田 宇野五十鈴 山内

ボランティア
小堀　美穂 北前川

身体障害者福祉協会
熊谷　義之 藤井

北原　　淳 下夕中 平内　敏夫 三生野

保護司会
小堀　善信 鳥浜

社会福祉施設
中川　博美 小浜市高塚

岩本　守博 小原 水江　洋子 麻生野

農漁協
藤村　照雄 常神
岡本　雅弘 安賀里

一般会費（町内の各世帯様より） 3,861,500円
特別会費（個人様及び事業所様より） 1,285,000円

合計 5,146,500円

「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。

（敬称略・順不同）平成26年3月21日～ 5月20日

福 祉 基 金 物 品 預 託

鳥居郁夫（能登野） 6,000円
百田栄一（藤井） 200,000円
三方中学校第10回卒業生３年７組同窓会 14,440円

みそみ女性の会 タオル・石鹸
匿名 オムツ
高木博司 衣類
池上義男 オムツ

★ 一般会費・特別会費の使い道（若狭町の地域福祉のために）

お預かりした金額

理事の就任平成25年度決算

平成26年度予算

理事
河原 直治

常務理事
田中 文明

〈収益の部〉決算額：670,869,805 円 〈費用の部〉決算額：674,034,194 円

※平成 25年度より新会計基準へ移行しました。
※介護保険・医療保険事業における実績が下がり、収入が減少しました。

会費・寄附金
1.34%

その他の収益
1.24%

介護保険・医療保険・
障害者総合支援事業収益

85.53%

補助金
3.92% 受託金

5.59%
事業収益
2.38%

事務費
1.86% その他の費用

0.43%
事業費

21.46%

人件費
72.56%

負担金
2.76%

減価償却費
（国庫補助金等特別積立金取崩額含む）
0.93%

〈収入の部〉
予算総額：687,290,000 円

※第 2次若狭町地域福祉活動計画に沿って事業を運営します。
※平成 26年度も効率的運営を図り健全経営に努力します。

会費・寄附金
1.18%

その他の収入
0.60%

積立資産
取崩収入
0.35% 介護保険・医療保険・

障害者総合支援事業収入
86.03%

補助金
4.05% 受託金

5.40%
事業収入
2.39%

事務費
2.04% その他の支出

0.12%
事業費

22.29%
人件費
69.05%

負担金
2.73%

積立資産支出
0.43% 退職給付引当資産支出

3.34%

〈支出の部〉予算額：688,114,000 円

評議員の就任

平成25年度　一般会費・特別
会費の使い道

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）
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