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新春 のごあいさつ

山下 和弥

社会福祉法人
葛城市社会福祉協議会

会長

新年あけましておめでとうございます。

皆さまには、希望に満ちた輝かしい新春をお迎えの

ことと心からお慶び申し上げますとともに、本年も皆

さまにとりまして、ご健康とご多幸な年でありますこ

とをお祈り申し上げます。

昨年は、社会福祉協議会の円滑な運営にご理解とご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

また、多数の方々に社会福祉協議会の貴重な財源と

なっております住民会員制度、
赤い羽根共同募金運動・

日本赤十字社などにご協力いただきましたことに対し

まして、重ねて厚く御礼申し上げます。

現在、少子・高齢化、核家族化が進行する中で、地

域社会における繋がりの希薄化等により、社会から孤

立していく恐れのある人が増え、虐待、引きこもり、

孤立死など大きな社会問題となるなど、私たちをとり

まく社会情勢は、刻々と変容し、複雑化しています。

社会福祉協議会は、地域で暮らす誰もが「住み慣れ

た地域で安心して暮らせる」ように、「福祉のまちづ

くり」を念頭において、さまざまに変化し高度化する

市民のニーズを敏感に受け止め、孤立させず、地域が

一体となって問題解決を目指せるように、地域福祉を

推進する中核的な担い手として、各関係機関との連携

を図り、積極的に取り組んで参ります。

今後も、社会福祉協議会へのご理解とご協力をお願

い申し上げ、新年のごあいさつといたします。

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）
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平成28年１月
（隔月発行）

かつらぎ市社協だより

第12回 葛城市社会福祉大会での山下和弥会長開会挨拶

第12回 葛城市社会福祉大会が開催されました
平成27年12月12日
（土）
、葛城市福祉総合ステーション（ゆうあいステーション）において、住民相互の
助け合いの精神に基づき、葛城市の福祉向上を目指し、
「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように」
と、第12回葛城市社会福祉大会が開催されました。
式典では、社会福祉の発展に功績を残された方々に対する表彰や社会福祉協議会の福祉基金に多額のご
寄附をいただいた方々、並びに福祉車両・機器等のご寄贈を賜りました方々の福祉への貢献・ご厚意に対
して、感謝状の贈呈式が行われました。
式典終了後には、吉本興業のタレント、村上ショージさんをお迎えし、
「働く父と、娘の子育て」と題
した記念講演が開催されました。人と人とのつながりの大切さについて、ご自身の体験をユーモア交えな
がらお話していただき、会場は終始なごやかなムードにつつまれました。
なお、平成27年11月30日現在、葛城市社会福祉協議会の自主財源となります会員加入にご賛同し、協力
いただいている会員数は、1681件（個人1669件、法人12団体）となっています。
大勢の方々のご理解とご協力に深く感謝いたしますとともに、心からお礼申し上げます。

おめでとうございます

〜 社会福祉事業推進功労者被表彰者のみなさま 〜
（順不同敬称略）

１．社会福祉事業団体関係功労者
辻本

八栄子 （尺

土）

葛城市社会福祉協議会評議員

2．社会福祉関係ボランティア活動功労者

社協

藤井
平林
中島
森本
迫
寺杣
宮崎
坂上
村井
桑原
熨斗

寛子
みつゑ
美江子
美智代
啓子
裕美子
浩子
郷子
利子
祥世
幸子

（南道穂）
（北花内）
（北花内）
（忍 海）
（尺 土）
（加 守）
（疋 田）
（北花内）
（北花内）
（勝 根）
（新在家）

総務課

☎（ 4 8 ）3 3 7 3／介護福祉課

3．感謝状受賞者

葛城市ボランティアふたば会
葛城市ボランティアふたば会
葛城市ボランティアふたば会
葛城市ボランティアふたば会
手話サークル友情
手話サークル友情
葛城市健康づくり推進員協議会
葛城市健康づくり推進員協議会
葛城市健康づくり推進員協議会
ゆうフレンズ会
ゆうフレンズ会

☎
（ 4 8 ）6 6 3 6／新庄事務所

☎
（ 6 9 ）9 9 0 2

福井

克次

（兵

家）

藤本

洋司

（長

尾）

松村

喜六

（木

戸）

西槇

一雄

（當

麻）

仲川

道興

（新在家）

石田

善啓

（東京都）

梅乃宿酒造株式会社

（東

室）

北葛城ライオンズクラブ
奈良県グランド・ゴルフ協会
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“ コ ス モス 観賞 ”

〈通所介護（介護予防通所介護）事業所だより〉

通所介護（介護予防通所介護）事業所では、外出レクリエーションとして、橿原市の「藤原宮跡」
に行ってきました。天候にも恵まれ、バスの窓から外を眺めると、見渡す限りの広大な畑にピンクや
紅色、白や黄色のコスモスが一面に咲き誇り、皆さま「わぁーきれい。
」
「こんなきれいな景色見たこ
とない。」とその光景に魅せられていました。
たくさんのコスモスの花に囲まれてくつろいだ時間はあっという間にすぎ、普段は味わえない自然
とのふれあいに心も体も癒されるようでした。
ご協力いただいたボランティアの皆さまに心からお礼申し上げます。
通所介護（介護予防通所介護）事業所では、外出レクリエーション以外にも各種活動を日々予定し
ております。ご利用についてはお気軽にお問い合わせください。

◆問い合わせ

通所介護（介護予防通所介護）事業所

☎４８－６３３３

日本赤十字社奈良県支部葛城市地区からのお知らせ
日本赤十字社奈良県支部において、救護資器材の貸与式が行われました。災害時に備えて救護資器
材整備のための事業で、葛城市地区には今回、発電機とＬＥＤ投光器が配備されました。
この事業は、県民の皆さまから寄せられる赤十字社資（社費及び寄付金）をもとに行われています。
適切な維持管理をするとともに、有効且つ適正な使用に努めていきます。
なお、葛城市社協は日本赤十字社奈良県支部葛城市
地区の担当窓口です。皆さまには、毎年各区を通じ寄
付金のご協力をいただいております。
今後とも引き続き赤十字事業へのご支援、ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
※平成27年度葛城市内各区からの寄付金
実績額 2 , 9 4 2 , 5 8 6 円
ご協力ありがとうございました。
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社協（しゃきょう）は社会福祉協議会の略称です。

家族介護教室開催のお知らせ
奈良ヤクルト販売株式会社より、管理栄養士をお招きし、食事に関する栄養についてお話いたしま
す。○×クイズなど楽しい講座です。介護されている方や、介護に関心のある方などどなたでも参加
できます。多数の皆さまのご参加をお待ちしております。
◆講習題目 管理栄養士による栄養講座，健康○×クイズ（景品あり）
◆開催日時 ２月17日
（水）午後１時30分～午後３時まで
◆場
所 葛城市新庄健康福祉センター（２階 ボランティア室）
◆参 加 費 無料
◆問い合わせ 介護福祉課 ☎４８－６６３６ 担当：上田

陶芸教室生徒募集のお知らせ
社協では、市内に在住されている60歳以上の方を対象に、平成27年度第４回陶芸教室をゆうあい
ステーションにて開催いたします。
参加を希望される方は、募集期間中に、當麻事務所（ゆうあいステーション内）または新庄事務所
（新庄健康福祉センター内）までお申し込みください。お電話での申し込みは受付できませんので予
めご了承ください。
また、受講決定は、ハガキにて通知いたします。申し込みをされる方は、当日官製ハガキまたは
52円（ハガキ代）をご持参ください。
◆開催日時 ２月２日
（火）
・２月３日
（水）
・２月17日
（水）
・３月９日
（水）
・３月23日
（水）
午前９時30分～正午まで
◆募集期間 １月６日
（水）
～１月13日
（水）
まで
◆定
員 15名（初心者優先、先着順）
◆受 講 料 無料
ただし、①初めての方 0,510円（材料費のみ）
②２回目以降 1,530円（材料費＋利用料）
◆問い合わせ 総務課 ☎４８－３３７３

ゆうあいステーションお茶ボランティアの予定
ゆうあいステーション館内にて、お抹茶を振舞っていただきます。
◆開催日時 １月13日
（水）
・１月28日
（木）
・２月９日
（火）
・２月25日
（木）
午後１時から
午後のひととき、ほっと一息つきませんか？

ご寄附いただきありがとうございました
《平成27年10月１日から11月末日まで》（順不同・敬称略）

満中陰志のご寄附
善意・その他のご寄附
松村 和彦（南今市） 中村 隆治（當麻）
梅乃宿酒造株式会社（善意の寄付）
石田 善啓（東京都）
皆さまのご寄附に対し、厚くお礼申し上げます。
お寄せいただきましたご寄附は、地域福祉に有効に活用させていただきます。
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）
１月１日・２日・３日・４日・１２日・１８日・２５日 ／ ２月１日・８日・１５日・２２日・２９日
※年始は、１月５日（火）午前10時より通常運営となります。みなさまのお越しをお待ちしております。
社協だより ゆうあい通信 第69号 平成28年１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
ホームページ http://katsuragi-shakyo.jp/
ブログ http://ameblo.jp/katsu-syakyo ツイッター https://twitter.com/katsu_syakyo
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