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第17回ゆうあい感謝デー開催しました！

８月13日（火）
・14日（水）

夏の恒例行事となりました「ゆうあい感謝デー」、本年もたくさんの
みなさまにお越しいただき、大盛況のうちに終了することができました！

ご来場いただきましたみなさま、ご協力いただきましたみなさま、
ほんとうにありがとうございました！
「ひと夏の思い出！」

「江州音頭」みなさんご一緒に！

桑山会音頭愛好会と
當麻小学校金管クラブのみなさま 葛城市ボランティア連絡協議会のみなさま

「感動！和太鼓演奏」

かつらぎ太鼓保存会のみなさま

「良い品見つけた！」

ゆうフレンズ会バザー
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「一緒に楽しく！」

蓮花ちゃん

「感謝デー初登場！
よさこい鳴子踊り」

大和いろはのみなさま

「何が当たるのかな？」

あてもの

「上手くとれるかな？」

宝石つかみ

「かわいい！たくましい！」 「日頃の練習の成果を！」

新庄北幼稚園のみなさま

「狙いを定めて！」

磐城小学校金管クラブのみなさま

「大迫力！和太鼓演奏」

射的

社協（しゃきょう）は社会福祉協議会の略称です。

當麻太鼓白鳳座のみなさま

サロン紹介① 「ふれあいサロン
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午後１時半から午後４時

今回ご紹介する「ふれあい・いきいきサロン」は、兵家イトーピア集会所で開催されている「ふれあ
いサロン 楓の木」です。平成24年９月から開始され、まもなく１年を迎えようとしています。代表
の酒井さん、丹井さんをはじめ１２名のスタッフにより運営されています。
「会話による心と心のふれあいを大切に、囲碁、将棋、健康麻雀、絵手紙、足の体操、読み聴かせ、
作品作りなど、各自が自由に楽しむことができる場所にしたい。参加された方が、喜んでもらえて元気
になって欲しい。また、ご自分の持っているものを是非披露して欲しいです。」（代表酒井さんの談）
今回お邪魔させていただいた日は、ちょうど七夕のかざり作りと飾り付けをされていました。先生役
の参加者の説明を聴きながら、思い思いの願いごとを短冊
にこめて、熱心に作製されていました。
「週１回ここに来るのが楽しみ。」「ここに来たらたく
さんお話ができる。」「毎回欠かさず通っています。」と
参加されているみなさまからお話をお伺いしました。
地域の方が気軽に立ち寄れ、お話や体操、作品を作った
り…。参加者、スタッフともに笑顔のあふれる、とても素
敵なサロンでした。

「ふれあい・いきいきサロン」とは？
地域の公民館などに気軽に集まって、お茶を飲みながらお話をしたり、歌を唄ったり…楽しく過ご
すことができる。そんな空間、地域の居場所であると思います。互いに顔を合わせ話を交わす、そん
な小さな積み重ねが地域の福祉力の向上につながると思います。
〜サロンの内容の例〜お話・お茶・会食・お菓子作り・健康体操・ゲーム・手芸・読み聴かせ・歌・
囲碁・将棋・健康麻雀などなど…参加者が楽しく取り組むことができること。
社協では、全ての地域に「ふれあい・いきいきサロン」の輪が拡がるよう応援していきます！詳し
くは、社協総務課までお問い合わせください。

〜ゆうあいステーションからのお知らせ〜
その① キッズ・コーナーができました！
１階小体育室の一角にキッ
ズ・コーナーを設置いたしまし
た。小さいお子様の遊び場とし
てご活用ください。
（保護者のみなさまには小さい
お子様から目を離さないようご
注意願います。）

その② マッサージチェアーが新しくなりました！
２階リラックスルーム内に設
置しておりますマッサージチェ
アーの故障により、長い間みな
さまにご不便をおかけしていま
したが、この度、２台新しくな
りました。是非ご利用くださ
い。

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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10月1日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉には
じまります。葛城市におきましても、「自分の町を良
くするしくみ」をキャッチフレーズに、多くのみなさ
まに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。
みなさまの温かいお気持ちをお寄せいただきますよ
うよろしくお願いいたします。
～募金方法の種類～
・世帯を対象とした………………………… 「戸別募金」
・通行人を対象とし、運動をPRする… …… 「街頭募金」
・企業（法人等）を対象とした…………… 「法人募金」
・従業員を対象とした……………………… 「職域募金」
・児童生徒を対象とし、福祉教育を目的とした…… 「学校募金」
・店舗や施設等に募金箱を設置する等…… 「その他の募金」
～個人や法人が共同募金会に寄付した場合は、税制上の優遇措置が受けられます～
・個人の場合
寄付金が２千円を超える場合：一定の限度内で所得税並びに住民税に係る寄付金控除が受けられます。
・法人の場合
法人税法により、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
※税務署への申告時に共同募金会発行の領収書等が必要となります。詳しくは、社協総務課まで
お問い合わせください。

８月８日、午前、午後それぞれ約２０名の小学生の参加により、
“夏休み小学生工作体験”を開催しました。ねこ・イルカ・うさぎ
などの形をした木型に、色塗り、飾り付けなどをして完成です。み
なさま、ワイワイ・がやがやと楽しく、また一生懸命に取り組んで
いました。自分だけのオリジナル作品の完成に大満足。「来年も開
催して欲しい」とのお声も頂き、また今後もみなさまに喜んでいた
だけるものを企画していきます。

ゆうフレンズ会のボランティアさん
にも手伝ってもらって！
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上手く出来たかな…？

社協（しゃきょう）は社会福祉協議会の略称です。

ゆうあいステーション「敬老事業」のお知らせ
ゆうあいステーションでは、敬老週間内の3日
間、高齢者のみなさまへの敬意と感謝の気持ちを込
めて無料にてお風呂（リラックスルーム）、温水
プールをご利用いただけます。みなさまのご利用を
お待ちしております。
期
間：9月14日
（土）～9月16日
（祝）
午前10時から午後9時
対
象：市内在住の60歳以上の方
問い合わせ：社協 総務課 ☎４８－３３７３

ベビースイミング開催のお知らせ
日

時：10月20日
（日）
午前10時45分から午前11時45分
対 象 者：生後６か月から３歳までのお子様と保護者
※保護者１人に対して複数のお子様、及びゆうあい
水泳教室の２歳児クラス在籍者は参加できません。
申込 受付：９月10日
（火）午前10時から、ゆう
あいステーション温水プールにて受付。（お電
話での申し込み受付はできません。）
※参 加申込書は、８月中頃にゆうあいステー
ション及び、新庄健康福祉センター、當麻保
健センターにて配布いたします。
定
員：20組程度
参 加 費：８００円
♪体操はプールサイドにて行います。
♪♪保護者とお子様のペアーで行います。
♪♪♪カメラ・ビデオ撮影OK！
問い合わせ：ゆうあいステーション温水プール
☎４８－３３５４

社会福祉法人葛城市社会福祉協議会
理事・監事会及び評議員会の会議報告
去る平成25年７月８日に平成25年度第１回理事・監事
会及び評議員会が開催され、以下の議案はすべて可決さ
れました。
◆理事の選任について
◆評議員の選任について
◆平成24年度一般会計決算について
◆平成24年度自立支援事業会計決算について

社会福祉法人奈良県共同募金会葛城市支会
理事・監事会及び評議員会の会議報告
去る平成25年７月８日に平成25年度第１回理事・監事
会及び評議員会が開催され、以下の議案はすべて可決さ
れました。
◆理事の選任について
◆評議員の選任について
◆平成24年度事業報告及び寄付金会計歳入歳出決算について
◆平成24年度事務費会計歳入歳出決算について

ゆうあいステーションお茶ボランティアの予定
（ゆうフレンズ会・葛城市ボランティアふたば会）

◆開催日

９月10日（火）・26日（木）

10月 ８日（火）・24日（木）
午後１時から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。
みなさま、午後のひととき、
ホッコリしませんか？

陶芸教室生徒募集のお知らせ
日

時：10月１日
（火）
・２日
（水）
・16日
（水）
11月６日
（水）
・20日
（水）
午前９時30分から正午
対 象 者 市内在住の60歳以上の方
定
員：15名（初心者優先、先着順）
受 講 料：①初めての方５００円（材料費のみ）
②２回目以降1,500円（材料費＋受講料）
募集期間：平成25年９月４日
（水）
から1１日
（水）
まで
申し込み：社協當麻事務所（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）にて受付。受講決定通知のための官製ハガキ
または50円（ハガキ代）をご持参ください。
問い合わせ：社協 総務課 ☎４８－３３７３

ご寄附いただきありがとうございました
《平成２５年６月１日から７月末日まで》（順不同・敬称略）

満中陰志のご寄附
髙木 康順（大和高田市） 千ヶ﨑三郎（南道穂）
市川 久雄（長 尾） 仲川 哲正（加 守）
岡本
毅（長 尾） 木村 規康（大 畑）
亀田 叔久（新 町）
善意のご寄附
株式会社インテリア フミヤ
（お詫び）前号までに掲載漏れがございました。お詫び
いたしますとともにご報告させていただきます。

今堀

宗彦（太

田）

髙丸

齋

（中

戸）

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２日・９日・１７日・２４日・３０日 / １０月７日・１５日・２１日・２８日
平成25年9月1日発行
（隔月発行）
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