
《　　　　　　　　 　 募金箱設置協力店・施設一覧》令和2年10月1日現在 （敬称略 50音順）
 店舗  味工房、アビックス、イオン福知山店、えばら屋、川見風月堂、京都銀行福知山支店、京都丹の国農業協同組合福知山支店、京都農業協同組合福知山支店、
京都北都信用金庫福知山中央支店・岡ノ町支店、業務スーパー福知山駅南店・堀店・前田店、里の駅みたけ、サロン美和兆、スーパーマーケットニシヤマ
荒河店、土手酒店、中兵庫信用金庫福知山支店、HASI HAUS、福知山温泉、福知山郵便局、PLANT-3、北陵うまいもん市「雲原店」、ホテルロイヤルヒル福知山、
本庄写真館、まぃまぃ堂、丸源精肉店、三和荘、夜久野高原市、夜久野高原温泉、柳町、山城屋茶舗、ヨシヤカメラ、ローソン三和店

 施設  五十鈴荘、岩戸ホーム、えるむ、グリーンビラ夜久野、三愛荘、三段池公園総合体育館、サンヒルズ紫豊館、しあわせネット・勇気「勇気工房
ほほえみ」、豊の郷、ニコニコハウス、にれの木園、晴風、福知山観光協会、福知山市児童科学館、福知山市スポーツ協会、福知山市動物園、福知山市
都市緑化植物園、福知山市武道館、福知山市文化協会、福知山市民病院、福知山市役所会計室・大江支所・三和支所・夜久野支所、福知山市立図書館
中央館、福知山市三和町高齢者生活福祉センター、みわの里

 学校  福知山公立大学

ふくちやまを良くするしくみふくちやまを良くするしくみ

赤い羽根共同募金が全国一斉にスタートしました。
私たちのまち福知山を、さらに良くしていくために、ご協力をお願いします。

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
福知山市字内記10番地の18（福知山市総合福祉会館内）
TEL.0773-25-3211  FAX.0773-24-5282

福知山市社協 広報誌福知山市社協 広報誌福知山市社協 広報誌福知山市社協 広報誌福知山市社協 広報誌

福知山市社会福祉協議会 検索 ブログも
　 見てね！ホームページホームページ社協社協
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【お問い合わせ】 福知山市共同募金委員会（事務局：社協） TEL 25－3211　FAX 24－5282

児童館で子どもたちが作った募金箱も、お店や施設等に置かせていただきます。

令和2年10月１日（木）～令和3年3月31日（水）
赤い羽根共同募金は、福知山の皆さまによる、福知山を良くするための募金です。

こんな時だからこそ、大切なつながりを絶やさないために
新たな交流を生み出し、地域活動を広げていくために

共同募金へのご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金は、福知山の皆さまによる、福知山を良くするための募金です。
こんな時だからこそ、大切なつながりを絶やさないために
新たな交流を生み出し、地域活動を広げていくために

共同募金へのご協力をお願いいたします。

12月1日（火）より、年末年始や今すぐ必要な地域福祉活動を支える
ための「歳末たすけあい募金」も始まります。
民生児童委員・自治会の皆さまを通じて、各世帯に募金をお願いします。
皆さまのご協力をどうぞよろしくお願いします。

募金はどのように集められるの？

グッズ募金

街頭募金
10月1日（木）

● 2020年限定バッジ（①）

福知山駅、イオン福知山店、フレスポ福知山店で
感染症予防対策のもとに募金活動を実施しま
した。（表紙参照）

オンライン募金／銀行振込

1,000円以上の募金にて1個進呈

1,000円の募金にて1枚進呈

各種300円以上の募金にて1枚進呈

※他のデザインもあります。お問い合わせください。

● 500円分のクオカード

● クリアファイル

・ 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編×赤い羽根共同募金（②）
・ 「バンドリ！ガールズバンドパーティ！」（③）
・ 「初音ミク」（④）

Art by 朝顔みのる
ⓒ Crypton Future Media, ING.
　 www.piapro.netⓒ KG/S,A,U

※数に限りがあり、なくなり
　次第終了となります。
※転売、ヤフオク・メルカリ等
　への出品は厳禁です。

ⓒBDP  ⓒCraftEgg  ⓒBUSHI

新しい募金のかたちもあります！

●お住まいの自治会を通して
●学校や職場等を通じて
●福知山の企業や団体、個人の方々から
●募金箱設置店・施設の皆さま等から
  募金にご協力いただいています。
  どうもありがとうございます。

パソコンやスマートフォン等からも、
オンラインで募金が
できます。募金先に
福知山市を指定して
ください。募金したい分野を
選ぶことも可能です。
また、銀行からの振込もできます。

スマホからも、
募金できます。

②

①

③

④



募金を活用する 赤い羽根共同募金の配分金を活用した活動の紹介

あなたからの赤い羽根共同募金が、
困っている人の笑顔につながります。
一人の「困った」が皆さまの
「よかった」「ありがとう」に変わります。

地域のつながり  ありがとうのあふれる地域 づくり
赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。

地域の中に居場所が
欲しいけど、
どうすれば
いいのかな…

私たちも赤い羽根共同募金で
福知山市の
“ありがとうのあふれる地域”
づくりに貢献しよう！！

この仕組みのお陰で
地域の中に居場所が
できました！
ありがとう！！

地域の福祉活動推進のため
皆さまの気持ちを反映した
赤い羽根共同募金運動を行えるよう
運営しています。

地域の福祉活動を
進めたいけど、
活動の財源もないし…

戸別募金
街頭募金
イベント募金
グッズ募金

法人募金
職域募金
学校募金
その他募金

地域ふれあい活動地域食堂ふれあいサロン

相談 申請

例えば…

募金協力

助成決定

福知山市共同募金委員会

地区福祉推進協議会、ボランティア団体・ＮＰＯなどによる
「居場所づくり」など、地域福祉活動のための財源として活用

令和元年6月22日  ふれあい大運動会 令和元年11月9日  介護の日大作戦
令和2年8月18日  子育てサークル げんきっこ うちわ作り
（新型コロナウイルス対策緊急支援 ふくちやま・こども等
 支援団体応援事業を活用）

（3） 2020.10.15　広報誌『しあわせ』197号　



広報誌『しあわせ』197号　2020.10.15（4）

テレホンカード・図書カード・はがき 他

物品（タオル・布巾・石鹸・ベルマーク 他）

寄 付 金

古 切 手

片山明子(六十内)
匿名の方(大江町南有路)
米田悦子(東佳屋野)
故：大槻さよ子（石原）
匿名の方【３名】

国際ソロプチミスト福知山
山本恵子（堀）
京都農協福知山東部支店
NTT労組退職者の会（北部）
伊東惠美子（寺町）
金谷地区福祉推進協議会
津田恭子（観音寺）　
グリーンビラ夜久野

本堂公代（土）
足立昌子（土）
福知山健康友の会
兒玉三智夫（前田）
コスモス保育園
南天田老人クラブ
大槻守衞（広峯町）
（株）興和ハウジング
米田悦子（東佳屋野）
米田治子（駅南町）
塩見けい子（岡ノ二）
匿名の方【１名】

金谷地区福祉推進協議会
大池坂若葉会

大槻守衞（広峯町）
米田悦子（東佳屋野）

金谷地区福祉推進協議会
本堂公代（土）
足立昌子（土）
福知山健康友の会
大池坂若葉会
大槻守衞（広峯町）
山本恵子（堀）
米田悦子（東佳屋野）
米田治子（駅南町）
明治安田生命 福知山営業所
匿名の方【１名】

【ご氏名・ご住所のみご紹介させていただきます】

善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました善意の寄付 ありがとうございました
令和2年
7月1日～9月30日
（敬称略・受付順）

こちらの内容は、個人情報保護の為、
ホームページへの掲載は自粛させていただきます。

り く みと

お知お知らせらせお知らせ

大江はつらつ会［見守り訪問事業］
～大江地域の75歳以上でおひとり暮らしの方へ～
　今年も大江地域で『はつらつ会』を実施します。コロナ
禍の中で今年は一堂に会して交流することは避け、
民生児童委員や地域ボランティアの皆さま等と一緒に
見守りや安否確認を兼ねてご自宅を訪問し、お弁当等
をお届けします。
【日　時】令和２年１２月１２日（土）10：30～12：00
【対　象】大江地域の75歳以上ひとり暮らし高齢者
【内　容】民生児童委員や地域ボランティア等と一緒
　　　　に見守りや安否確認を兼ねてお弁当等を
　　　　ご自宅へお届けします。
【お問い合わせ】 
大江支所　TEL 56-0224　FAX 56-1654

要申込

視覚障害者のつどい

コロナ特例貸付
（緊急小口資金、総合支援資金）

延長します

～視覚に障害のある方へ～
　コロナ禍で、集まることが制限されている中で、相手
との間隔を充分に確保するなどの対策を講じながら
視覚に障害のある方々が、楽しい催しを通して、少しでも
同じ時間をともに過ごし、心がホッとなるようなひととき
となるよう実施します。
【日　時】令和２年１1月13日（金）13：30～16：00
【場　所】市民交流プラザふくちやま　市民交流スペース
【対　象】福知山市在住の障害者手帳（視覚）お持ちの

方およびその支援ボランティアまた、活動に
関心のある方

【内　容】バリアフリー上映会（音声ガイド付き）
　　　　  作品：「長いお別れ」
【参加費】無料
【定　員】35名（先着順）
【申込締切】令和2年11月5日（木）
【お問い合わせ】 
地域福祉課　TEL 25-3211　FAX 24-5282

【お問い合わせ】 
権利擁護センター TEL 25-3211  FAX 24-5282

要申込

2020三和身体障害者交流会 みわの集い
～三和地域の障害がある方へ～

　今年も三和地域で『みわの集い』を実施します。コロナ
禍の中で今年は一堂に会して交流することは避け、
民生児童委員の皆さまと一緒に心身状況等の確認も
兼ねてご自宅を訪問し、贈り物をお届けします。
【日　時】令和２年11月11日（水）9：00～12：00
【対　象】三和地域の障害のある方
　　　　　　（市身体障害者団体連合会会員）
【内　容】民生児童委員と一緒に見守りや心身状況
等の確認も兼ねて贈り物をご自宅へお届けします。
※市身体障害者団体連合会三和支所・三和地区民生
児童委員協議会との共催事業です。

【お問い合わせ】 
三和支所　TEL 58-3713　FAX 58-3732

夜久野ウォークラリー
～世代間でのコミュニケーションづくり～

　子どもから高齢者、家族や友だち同士など、さまざまな
世代間で夜久野高原一帯の自然にふれあいながら親睦
と交流を深められるよう実施します。
　今年は新型コロナウイルスの感染予防のため募集を
夜久野町内在住の方に限らせていただきます。
【日　時】令和２年１1月15日（日）9：00～12：00
【場　所】夜久野高原
【対　象】夜久野町内在住の方
【内　容】ウォークラリー（夜久野高原一帯約5㎞）
【参加費】お一人様につき100円（保険料含む）
【定　員】３0名（先着順）
【お問い合わせ】 
夜久野支所　TEL 38-1200　FAX 38-1230

要申込

三和グループデイホーム敬老会

職員による「二人羽織り」など大いに
盛り上がり、楽しいひとときを過ごして
いただきました。

9/14（月） 9/17（木）
　コロナ特例貸付（緊急小口資金、総合支援
資金）は、令和２年１２月末まで申請を受け付
けています。



写真は作品の一例です。

皆さまの地域の「つながりを絶やさない」ための、地域福祉活動をお聞かせください。

【ご相談・お問い合わせ】 地域福祉課　TEL：２５－３２１１　FAX：２４－５２８２　Mail：fuku-shakyo@coral.broba.cc

つながりを絶やさない！！つながりを絶やさない！！つながりを絶やさない！！
わたしたちのとりくみわたしたちのとりくみわたしたちのとりくみ誰かとつながっている安心を届けたい誰かとつながっている安心を届けたい

※ 地域で再開された住民活動の一部をご紹介します。

　35年継続された健康維持のための高齢者向け体操
の会。新型コロナウイルス感染予防の対策をしながら
福知山市総合福祉会館で再始動しました。

　新型コロナウイルスの影響により開催中止と
なった「ふれあい福祉フェスタ」にかわり、体験
すごろくが作製され、地域に配布されました。また、
コロナに負けない熱い思いをメッセージにして
集めよう!!と「アタックコロナ ファイトメッセージ」
が企画され、昭和小学校の児童を中心に合計
130作品もの熱いメッセージが集まりました。
　選ばれた作品は地域の掲示板に掲示されます。

　菟原児童館で三和小学校の児童等が募金箱づくりや
お話し会による心に響く物語を聴きました。思いやりの心・
感動する心
など豊かな
人間性や感
性を育み、仲
間づくりの
輪を広げま
した。

　夜久野地域で活動をされているボランティア3団体が、
夜久野町ふれあいプラザでお互いに活動発表と今後の
活動に活かすために研修を行い、交流を深めました。

　社協では、今年のコロナ禍でも様々な工夫をされて、各地域で地域福祉活動が行われていることをお聞きしています。
「私たちの地域では、こんな活動しているよ」「こんな工夫をして、みんなとつながっているよ」などの情報がありましたら、ぜひ
社協までお聞かせください！
　お聞かせいただいた活動内容については、「地域のつながりシリーズ」等、様々な形で広く紹介させていただきます。皆さま
からの情報提供をお願いします！

　社協では、地域福祉活動を行うグループなど
に対して、レクリエーション用品などの地域福祉
活動物品を貸し出しています。貸出物品の内容
も新しくなりました。
　地域でのサロン活動や世代間交流など、地域
の方が集まられる機会に、ぜひご活用ください。

　また、新型コロナウイルス感染症拡大予防の
用品【非接触式赤外線温度計（体温計）・電子
体温計・自動手指消毒器】も貸し出しています。

※社協ホームページ「お知らせ」のページでも
　紹介しています。

　コロナ禍の外出自粛により今年度初めてのサロンで
社協の福祉出前講座を活用し、健康体操や脳トレゲーム
を行いました。また、災害に備え、防災に関するクイズを
して意識の向上を図りました。

昭和地区福祉推進協議会

福知山ヘルスアップ体操 菟原児童館  募金箱づくりとお話し会

ボランティア交流会 ザ・やくの 五日市サロン

■地域の「集い」にひと工夫！ 社協の貸出物品をご活用ください

9月～10月

9/14（月）

7/30（木）9/24（木）

7/3（金）から毎週金曜日
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広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金を活用し、制作しています。

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会

住所／〒620-0035  福知山市字内記10番地の18
　　　　　　　　（福知山市総合福祉会館内）

・地域福祉課、権利擁護センター
　　　　　 （TEL.25－3211／FAX.24－5282）
・介護支援課（TEL.23－1333／FAX.23－8555）

■記事に関すること、その他お問い合わせは…

　三 和 支 所（TEL.58－3713／FAX.58－3732）
　夜久野支所（TEL.38－1200／FAX.38－1230）
　大 江 支 所（TEL.56－0224／FAX.56－1654）

本所

市役所 裁判所

地方合同
庁舎

福知山城

福知山市総合
福祉会館

至京都
至大阪

福知山駅

地地域のつながりつながり地域のつながりつながり地域のつながり シリーズ 第18回

 「高齢化を迎える中で、助け合いの精神が必要」「何か役立つことが出来た
ら」と、女性有志が立ち上がり、昭和62年に発足した『介護ボランティア 
いずみ会』が、令和2年4月28日に緑綬褒章を受章されました。
　いずみ会は発足以来30年以上にわたって、介護・介助ボランティアとして、
活動されています。市内に５つの支部があり、市内の福祉施設へ出向いて
定期的なボランティア活動を行われているほか、市の機能訓練室での見守り
介助や、地域の高齢者や障害のある方のための事業を支援し、参加者が
楽しく充実できるよう活動されています。災害時には助け合い活動にも
取り組まれています。
　新型コロナウイルスの影響で東京での式典が中止になったことを受け、8月7日に京都府
中丹広域振興局福知山総合庁舎で中丹広域振興局長様から伝達が行われました。
　出席された会員は、「これまで続けてこられたのは会員や関係者の皆さんのおかげです。」
「活動での人と人とのふれあいが財産であり、設立からの思いを大切に引き継ぎ、新規会員も
募りながら次世代へつなげていきたい。」と語っておられました。
　ご受章おめでとうございます。今後とも、皆さまのご活躍をお祈りしております。 

　多年にわたり福祉推進に尽力された福知山市内の個人・団体から社会福祉事業・ボランティア功労者知事表彰に
5名・2団体、京都府社会福祉協議会会長表彰に15名・2団体、京都府共同募金会会長表彰に3名・5団体の受賞が
決定しました。ご受賞おめでとうございます。
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため式典の開催は中止となりました。
　受賞された皆さまには表彰・感謝状が個別に届けられました。今後とも、皆さまのご活躍をお祈りしております。

　新型コロナウイルスの影響により、全国的に医療機関や福祉施設において、防護服が不足して
います。新型コロナウイルスの感染拡大が予測できない中、市内の福祉施設においても防護服を
必要とされています。
　そのような状況において、住民の方々が市内各地で「手作り防護服」の作製に取り組まれて
おり、作られた防護服は、社協を通じて市内や全国の必要とされているところへお届けして

います。
　作り方の説明や材料の提供などさせていただきますので、
「どんなものか知りたい」「一度作ってみたい」と思われる方が
ありましたら、ぜひ社協まで
お気軽にご相談ください。
　皆さまの力をお貸しくだ
さい。よろしくお願いします。

手作り防護服を作ってみませんか？
コロナ禍をみんなで乗り越えるために…

受賞された皆さまには

　新
います

手作
コロ

しゃきょうの
わだい

介護ボランティア いずみ会

【第69回 京都府社会福祉大会】

～社会奉仕活動功績で緑綬褒章を受章～

市内各地でたくさんの方々が取り組んでおられます！
みんなで力を合わせて大変な状況を乗り越えましょう！

ボランティアグループ「絆」ボランティアグループ「絆」

福知山市連合婦人会福知山市連合婦人会

雀部地区推進協雀部地区推進協
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