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# 葛城エール

〜発見、まちのみりょく かつらぎ〜
あなた
インスタグラムに、
の口コ
地域の ミが
力
「＃葛城エール」のハッシュタグをつけて、
どんどん葛城の魅力を広げよう！！

ぎの
ら
かつ を発信
か！！
魅力
ん
せ
しま

市内タイ料理
『カオマンガイ』

コロナ禍により、人の活動やつながりがストップしました。
そこで、葛城市社会福祉協議会では地域活動を応援する取組みとして、
＃葛城エールを通じて、地域のつながりを再発見したり、地域の活動や魅力
等をどんどん発信していきたいと思っています。
皆さんもぜひ、葛城市の たのしい おいしい ステキ などの写真をどん
どん投稿してください。
写真を投稿する際は、＃葛城エールをつけてください。
葛城市の魅力発信にご協力ください！！
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リモート傾聴ボランティア

☆知らなかった場所・名店が見つかるかも！！
☆気になっていた情報が手に入るかも！！
Instagram（インスタグラム）とは、Facebook,Incが提供している無料
の写真共有ソーシャルネットワーキングサービスのことです。
お手持ちのスマートフォン等に、Instagram（インスタグラム）をインス
トールし、アカウントを取得していただき、葛城市の魅力あふれる写真を
『＃葛城エール』と共に投稿しよう。
同じ興味を持つ人たちに、その写真が共有されて輪が広がっていきま
す。
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葛城エール

社会福祉法人 葛城市社会福祉協議会（かつらぎししゃきょう）

赤い羽根共同募金運動
10月1日からスタート！

全国一斉に赤い羽根共同募金運動がはじまります。
葛城市におきましても、
「自分の町をよくするしくみ」を
キャッチフレーズに、多くの皆さまに参加とご協力いただ
き募金活動を展開いたします。
お寄せいただいた善意は、住み慣れた地域で安全に
安心して暮らせるまちづくりのための資金として役立てら
れます。
皆さまの温かいお気持ちをお寄せいただきますようよ
ろしくお願い致します。

〜募金活動の取り組み〜

戸別募金・・・各自治会を通じて皆さまから
学校募金・・・小中学校の生徒の皆さまから
法人募金・・・企業や事業主などの皆さまから
職域募金・・・企業や事業主の従業員の皆さまから
街頭募金・・・駅前やスーパーなどで呼びかけ
募金箱設置・・・企業や公共施設などに設置
募金型自動販売機・・・企業や公共施設に設置

知っていますか？
こんなところに赤い羽根
「ジュースを購入するだけで募金もできる。」そんな自動販売機が葛城市には
13台もあります。
売り上げの一部が赤い羽根共同募金に寄附され、葛城市の地域福祉に活用されています。
赤い羽根共同募金は皆さまの「優しさ」をいただく活動ですので、赤い羽根のマークがついた自動販売機を
見かけましたら、
ぜひお試しください。
また、赤い羽根共同募金協力型自動販売機の設置にご協力いただける企業やお店を募集しておりますので、
ご協力いただける方は事務局（ゆうあいステーション内）までご連絡ください。

ご協力いただいている企業・団体

●市内企業 （敬称略 順不同）
・株式会社道の駅葛城
・HondaCars大和奈良葛城店
・奈良県農業協同組合北葛地区統括部
・医療法人興生会吉本整形外科・外科病院
・医療法人誠安会介護老人保健施設ぬくもり葛城
・医療法人博愛会介護老人保健施設かつらぎ
・株式会社駒井製作所
・株式会社安川鉄工建設
●市内公共施設 （敬称略 順不同）
・市役所（新庄庁舎）
・葛城山麓公園
・いきいきセンター
・ゆうあいステーション

●問い合せ
総務課 ☎48-3373

共同募金会へのご寄附、ありがとうございました
７月２日、株式会社 道の駅葛城 様から社会貢献の一環として、奈良県共同募
金会葛城市支会へご寄附をいただきました。厚く御礼申し上げます。
いただきましたご寄附は、地域福祉の推進のために大切に使わせていただき
ます。

社協

総務課

☎（４８）３３７３／介護福祉課

☎（４８）６６３６／新庄事務所

☎（６９）９９０２
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SCのつぶやき

（生活支援コーディネーター）

地域でつながるラジオ体操の輪！
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、地域で集まることが自粛され、緊急事態宣言解除後も、お互いに気を付

けながら生活されていることと思います。

しかし、こんな状況だからこそ、お互いに元気で過ごすため「気にかけあう地域」が求められています。

葛城市内では様々な地域で、ラジオ体操によって地域のつながりを切らさない取り組みを続けておられます。

疋田池公園では、早朝６時頃より人が集まり、池の周囲を散歩される方がおられ、6時30分には、ラジオ放送に

合わせて体操を行っています。７年前に同公園でのラジオ体操を始められた松田輝之さんは、みんなのために毎朝
ラジオを持参され、ご近所の皆さんと声を掛け合っておられます。

集まった方々も「阪神３連敗やなぁ」
「朝ドラみた？」と口々にしゃべりながら、身体を動かしておられ、
「ラジオ体

操のおかげでみんなと喋れるし、情報も入ってくる」と笑顔で話されました。

また、毎朝顔を合わすことで、
「今日は来なかったけどどうしたのかな？」
「昨日は休みだったけど大丈夫？

何かあった？」と気にかけあい、見守り・見守られ活動にもなっています！

早朝の涼しい時間で熱中症のリスクも低く、３密を回避できる屋外でのラジオ体操は、心と身体の健康にぴった

りですね！みなさんの身近な地域でも始めてみませんか？

【広報かつらぎ9月号：クロスワード回答】

葛城市社協では新型コロナウイルスと上手に付き合いなが
ら地域活動を推進できるよう、
「地域のつながりアイデア帳」
を作成し、公開しています。他にも脳トレ問題や地域の参考に
なる資料も公開しています。

こちらのＱＲコード
か ら 閲 覧 、ダ ウン
ロードできます。
9月が旬の果物「イチジク」
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ゆうあい通信の発行には、葛城市社協会費と赤い羽根共同募金の一部が活用されています。
社協だより
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社協（しゃきょう）は社会福祉協議会の略称です。

つながろう手話コラム
〜手話でコミュニケーション〜

私は耳が聞こえません。補聴器をつけて少し聞こえる程度です。
会話（話し声）は分かりません。「ザー」とか「ガー」とか雑音だけです。
以前、普通に町を歩いていたら、後ろから来た人が『無視するな！』と一方的に怒られたことがあります。車の
クラクションの音や後ろから急に接近してくる自転車やバイクにもびっくりします。
今は、新型コロナ感染予防のため、みんながマスクをしています。マスクにより口の形が見えないので、長い会
話の内容を理解できず、コミュニケーションを図ることをあきらめたり、バスやタクシーに乗車した際、行き先を
運転手さんに伝えられず、乗車することをあきらめてしまいます。このように日常生活の中で、あきらめることが
たくさんあります。
手話のできる人が身近な所に大勢いたら、互いに会話ができて、楽しくなりますね。
葛城市聴力障害者協会

奥田 容子

令和元年度
第３回社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 理事・監事会会議報告
◆副会長の選定について
【可決】
◆評議員選任・解任委員の選任について
【可決】
◆理事・監事候補者の推薦について
【可決】
◆評議員候補者の推薦について
【可決】
◆嘱託及び短時間勤務等職員就業規程の一部改正について（報告） 【可決】
◆嘱託及び短時間勤務等職員就業規程の一部改正について 【可決】
◆令和元年度 収支補正予算（第1号）について
【可決】
◆令和２年度事業計画及び資金収支予算について
【可決】
令和元年度
第２回社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 評議員会会議報告
◆理事・監事の選任について
【可決】
◆嘱託及び短時間勤務等職員就業規程の一部改正について（報告） 【可決】
◆嘱託及び短時間勤務等職員就業規程の一部改正について 【可決】
◆令和元年度 収支補正予算（第1号）について
【可決】
◆令和２年度事業計画及び資金収支予算について
【可決】
令和２年度
第１回社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 理事・監事会会議報告
◆常務理事の選定について
【可決】
◆評議員選任・解任委員の選任について
【可決】
令和２年度
第２回社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 理事・監事会会議報告
◆令和元年度事業報告並びに収支決算について
【可決】
◆評議員会への提案について
【可決】
令和２年度
社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 定時評議員会会議報告
◆令和元年度事業報告並びに収支決算について
【可決】

ご寄附いただきありがとうございました
《令和２年６月１日〜令和２年７月末》（順不同・敬称略）

善意のご寄 附
浅井

久枝（勝根

西導寺）

満中陰 志のご寄 附

匿名１件

岡
祥富（加守）
木村 惠勇（大畑）
皆さまのご寄附に対し、厚く御礼申し上げます。
お寄せいただきましたご寄附は、地域福祉に有効活用させ
ていただきます。

令和元年度
第3回奈良県共同募金会葛城市支会理事・監事会報告
◆副会長の選定について
◆評議員の選任について
◆令和元年度寄付金会計補正予算について
◆令和2年度事業計画及び寄付金会計予算について
◆令和2年度事務費会計予算について

【可決】
【可決】
【可決】
【可決】
【可決】

令和元年度
第2回奈良県共同募金会葛城市支会評議員会報告
◆理事・監事の選任について
◆令和元年度寄付金会計補正予算について
◆令和2年度事業計画及び寄付金会計予算について
◆令和2年度事務費会計予算について

【可決】
【可決】
【可決】
【可決】

令和2年度
第1回奈良県共同募金会葛城市支会理事・監事会報告
◆令和元年度事業報告及び寄付金会計収支決算について 【可決】
◆令和元年度事務費会計収支決算について
【可決】
令和2年度
第1回奈良県共同募金会葛城市支会評議員会報告
◆令和元年度事業報告及び寄付金会計収支決算について 【可決】
◆令和元年度事務費会計収支決算について
【可決】

令和２年度 葛城市社協会員募集
令和元年度は、個人会費541名・法人会費11法人、計784,000円
のご協力をいただきました。皆さまからお寄せいただいた会費は、ボ
ランティア育成・ゆうあい通信の発行・その他福祉事業に活用させ
ていただきました。
本年度も皆さまからのご協力をもとに各事業の運営発展に活用さ
せていただきたいと思います。
後日、前年度のご加入者様宛にご協力の依頼文を送付いたします
ので、社協活動や地域福祉活動にご賛同いただき、住民同士の支え
合い活動を発展・活性化させていくために会員へのご加入、ご協力
をよろしくお願いいたします。
なお、新規加入者様の受付も随時行っておりますので、葛城市社
協（ゆうあいステーション内）までご連絡くださいますようお願いい
たします。

総務課 ☎48-3373

ゆうあいステーション休館日のお知らせ（毎週月曜日、月曜日が祝日の時はその翌日）
9月/7日（月）・１4日（月）・２3日（水）・28日（月）
10月/5日（月）・１2日（月）・１9日（月）・26日（月）

※新型コロナウイルスの拡大防止対策として各催しの中止や、臨時休館する場合があります。ご来館の前にお電話か社協ホームページでご確認ください。
社協だより ゆうあい通信 97 号 令和 2 年 9 月１日発行（隔月発行） 編集・発行 社会福祉法人葛城市社会福祉協議会
〒６３９-０２７３ 奈良県葛城市染野７８９番地１ 葛城市福祉総合ステーション「ゆうあいステーション」内
ＴＥＬ ０７４５−４８−３３７３ ＦＡＸ ０７４５−４８−２８９０ ＵＲＬ http://katsuragi-shakyo.jp/
ブログ http://ameblo.jp/katsu-syakyo ツイッター https://twitter.com/katsu̲syakyo
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