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学習したことを活かして！学習したことを活かして！

ちょこっとちょこっと

〒910-1127 永平寺町松岡吉野堺15-44

永平寺町ボランティアセンター

　永平寺町社協では、「人にやさしい町・永平寺」をテー
マに小中学校における福祉教育に取り組んでいます。今年
は、新たに、松岡小学校4年生を対象に「認知症サポー
ター養成講座学習」を行いました。寸劇を取り入れながら
認知症について学習した後、認知症の人にどう接したらよ
いかを話し合い、自分たちの考えを役割演技で発表しまし
た。「認知症という病気に対して、やさしい気持ちで接し
てあげよう」ということを学びました。

☆オレンジのリングをもらいました。「認知症サポー
ター」という印だと初めて知りました。
☆わたしのおばあちゃんが認知症になったら、教え
てもらったようにしてあげたいと思いました。
☆「認知症サポーター人」として、出会う人を助けて
あげたいなと思いました。

日　時／平成29年12月15日（金） 14時～15時
場　所／松岡福祉総合センター「翠荘」 1階集会室（大広間）
　　　　永平寺町松岡吉野堺15-44
講　師／福井県消費生活センター 消費生活相談員 坪川 和子氏、法山 恭子氏
定　員／50名程
対　象／永平寺町在住の65歳以上の高齢者、その他 本内容に関心のある方
送迎車両の運行／

　　

申込方法、申込締切／当日参加でO.K.

ボラセンからの

お知らせ

児童の感想

地域福祉推進課

平成29年度　福祉総合相談事業 公開セミナー開催

障がい児者福祉施設への激励訪問を実施しました!

『あなたの年金が狙われる…
  悪質商法、特殊詐欺にご用心！』

『あなたの年金が狙われる…
  悪質商法、特殊詐欺にご用心！』

お問い合わせは……

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

※受付時間は平日
　（土日祝日を除く） 
　8：30～17：30まで

  今回は、福井県消費生活センターに寄せられている最新の相談事例を紹介しながら、寸劇等も交え、
わかりやすく悪質商法や特殊詐欺の手口をお伝えし、トラブルの予防と対策を考えていきます。

お申し込み
お問い合わせ先 ☎0776-64-3000

☎0776-61-6003

第2回

認知症サポーター養成の学習を終えて、松岡デイサービスセンターを訪問しました。

オレンジリングとは、認知症サポーター養成講座を
受講し、認知症の方や家族を見守り支援する意思を

持ったことを示すリングです。

・探し物をしてい
るときは、いっし
ょに探してあげ
るといいね。
・道に迷っている
人に会ったらど
うしたらいい
の？

　後日、松岡デイサービスセンターを交流訪問しました。
利用者さんと接するときに「認知症の方には、やさしい気
持ちで接してあげよう」という目的をもって訪問しまし
た。児童たちは、ゆっくり話したり、ゲームの説明を丁寧
にしたりと、学習した「やさしい気持ちで接する」ことを
心にとめて触れ合っている姿が見受けられました。前の学
習が活かされ、和やかに交流し笑顔の花がたくさん咲きま
した。

☆松岡デイサービスセンターにオレンジのリングを
はめていきました。利用者さんとやさしくお話し
できてよかったです。
☆握手をしたとき、どの利用者の方も笑顔だったの
で、僕たちもうれしくなりました。

児童の感想
児童全員で歌を披露しま
した。次に手作りのゲー
ムで、利用者さんと楽し
く遊びました。利用者さ
んも笑顔で児童と触れ合
っていました。

詳細は永平寺町ボランティア
センターまでお問い合わせく
ださい。活動日時や活動内容
など、ご相談に応じます。

雪かきボランティア

送迎を希望される場合は下記までご連絡ください。
※12月8日（金）まで

配食ボランティア

行事等ボランティア

ボランティアさん大募集
ボランティアって難しそうで大変そう！
と思っていませんか？
自分にできることをできる時に「ちょこっと」
ボランティアすると考えてみてください。
「ちょこっと」から始まるボランティアの
輪を広げてみませんか？

　今年度も、障がい児者福祉施設への激励訪問を実施いたしました。

　現在、永平寺町には障がい児者の入所施設がなく、多くの方が町外の施設に入所しています。

この事から、毎年民生委員児童委員様や当会役職員など

で、永平寺町出身の方が入所されている障がい者福祉施

設へ激励訪問をさせていただいております。

　今回は、15施設1病院へお伺いさせていただきまし

た。最近の永平寺町のことなどの話に花が咲き、当事者

の方々からは「来年も来てくれるのを楽しみにしてい

る」と喜んでいただきました。

当日は永平寺町役場上志比支所～会場間（勝山街道を走行）において、
送迎車両を運行いたします。
●行き　13：10頃役場上志比支所 発　→　13：40頃会場 着
●帰り　セミナー終了後、行きと逆の経路で運行
　※勝山街道沿いであれば、乗降場所のご相談に応じます。

参
加
費
無
料

町内の福祉施設で、ご利用者さんのお話
相手や、お買いもののサポート、自分
の趣味を活かしての交流や、楽器演奏、
踊りの披露を行うボランティアです。

町内の一人暮らしのお宅に温かいお弁
当を届けるボランティアです。

近くの一人暮らしのお宅の玄関先など
を雪かきするボランティアです。
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リフト付きの大型バスが大活躍！リフト付きの大型バスが大活躍！

天橋立の遊覧船♪　
カモメのエサやりでも盛り上がりました！
天橋立の遊覧船♪　
カモメのエサやりでも盛り上がりました！

「三人よれば文殊の知恵」の智恩寺で
お参り
「三人よれば文殊の知恵」の智恩寺で
お参り

雨の中、船の駅員さんの手厚い支援♪雨の中、船の駅員さんの手厚い支援♪

前川さんの言葉に熱心に耳を傾ける実習生。前川さんの言葉に熱心に耳を傾ける実習生。

普段の地区の様子や、歴史などの
話を聞きながら、松岡下合月地区を
一緒に歩きました。

普段の地区の様子や、歴史などの
話を聞きながら、松岡下合月地区を
一緒に歩きました。

　永平寺町社協では、町民の皆さまが、安心
して暮らすための見守り活動や、地域福祉を
推進する様々な取り組みをおこなっていま
す。その中でも大きな役割を担っていただい
ている“福祉委員”に今回スポットをあて
て、現在永平寺町社協にて実習中の福井県立
大学の塚口友里恵さん、本國めぐみさんの2
人が福祉委員として活動されている前川高廣
さんにインタビューをおこなってきました！　「おなかいっぱいリフレッシュ旅行－京都府天橋立文殊地区散策と伊根

湾舟屋めぐりの旅－」が10月22日（日）に行われ、障がいのある方やそのご家族、ボランティア
さんの35名が参加されました。あいにくの雨に見舞われましたが、笑いのある楽しい時間を過ご
すことができました。皆様のご協力ありがとうございました。

昭和31年5月26日生まれ。
平成24年から現在まで福祉委員として地域の
見守り活動を続けている。
　趣味は「マラソン」。先日永平寺町内において
開催された「RUN伴」※にもランナーとして参
加される。松岡下合月在住。
※RUN伴(とも)とは、認知症の人や家族、支援者、一般の
人が少しずつリレーをしながら、1つのタスキをつな
ぎ、ゴールを目指すイベントです。

前川 高廣 氏
プロフィール

永平寺町福祉委員代表

福井県社会福祉大会表彰福井県社会福祉大会表彰第64回

【表彰を受けて】長年、多数の方々が活動してこられた実績が認められたことと思います。
現在、会員数の減少が切実であります。皆さん、少しのボランティアで結構ですので参加を
願っております。

【表彰を受けて】表彰ありがとうございました。私どももこの活動を通して、やりがいを感
じており、「ありがとう」などお言葉をいただくことにより励みになっています。メンバー
も楽しんで行っています。

報告

報告

　平成29年10月28日（土）福井県生活学習館（ユーアイふくい）におい
て「第64回福井県社会福祉大会」が開催されました。
　この大会は、県内の福祉関係者が一堂に会し、長年にわたり社会福祉
に貢献されている方の表彰を行うことにより、一層の地域福祉の発展を
目指すものです。今年は永平寺町から２団体が受賞されました。

　平成29年10月28日（土）福井県生活学習館（ユーアイふくい）におい
て「第64回福井県社会福祉大会」が開催されました。
　この大会は、県内の福祉関係者が一堂に会し、長年にわたり社会福祉
に貢献されている方の表彰を行うことにより、一層の地域福祉の発展を
目指すものです。今年は永平寺町から２団体が受賞されました。

「わかば会」

「Ĺ Abri」（ラブリ）

京都府天橋立文殊地区散策と
伊根湾舟屋めぐりの旅

京都府天橋立文殊地区散策と
伊根湾舟屋めぐりの旅

 「おなかいっぱいリフレッシュ旅行」 「おなかいっぱいリフレッシュ旅行」
赤い羽根共同募金配分金事業赤い羽根共同募金配分金事業

天候は悪くても
満喫できました。

車椅子生活になり
旅行は諦めていたが、
参加でき良かった。

私たちも募金を続けて
いきたいです。

ボランティアに
参加し、皆さんと
一緒に楽しめて
良かったです。

【参加者の声】　【参加者の声】　

福
祉
委
員
さ
ん
！

大
学
生
が
聞
く

福祉委員としてどのような
活動をされていますか?
　月1、2回集落センターでつ
どいの会(サロン)を行い、高

齢者の方との話のなかで心配ごとを
聞いたり、普段の生活における地域
の見守りを行っています。他には永
平寺町社協さんの色々な事業に協力
しています。
　また、福祉委員の活動を続けてい
る間に「頼れる仲間」が増えまし
た。地域にいる高齢の方は私なんか
より何十年も生きれこられ、経験に
基づく「生活の知恵」を豊富にお持
ちになっています。それを私らに教
えてくださり、いつも学ばさせてい
ただいています。ですので福祉委員
としてなにかしてあげているという
より、一緒に楽しみ、元気をもらっ
ているという気持ちです。

QQ

AA

福祉委員になった
きっかけを教えて
ください。

　単純に、地区のなかで役の順番が
回ってきたので、引き受けました。

初めは任期である2年間だけ活動しようと
思いました。しかし、活動を通じて福祉の
奥深さを知り、任期が終わってもこのまま
終わるのは悔しいと思い、福祉委員を続け
ようと思いました。

QQ

AA

これから先どんな永平寺町に
なってほしいですか?
　年齢の壁がない、みんなが互いに
家族と思えるような町になってほし

いです。

QQ

AA

地域の方に向けて
メッセージを
お願いします。
　“人づくり”が私は1番
大切なことだと思っております。さ

らに素晴らしい、地域づくり、人づくりを
一緒におこなっていきましょう。

QQ

AA

前川さんにとって「見守り」とは?

　“私はとにかく観察することだと
思っています。

　中々、仕事をしている傍らで、日中地域
の方とゆっくり話をしたり、地域を歩いて
見守りをすることは正直難しいです。です
が「見守り」は、普段の外出の時、買い物
の時、地域の方や周りの環境に目を配るだ
けでいいと思います。「福祉委員」といっ
てもほんの少し地域に目を向けるだけでい
いんです。「あれ、ちょっといつもと違う
な」この気づきが様々な地域課題を解決す
る糸口になりますから。

QQ
AA

【活動内容】 高齢者施設を中心に、利用者の介護のお手伝い、行事
等への参加を通して、高齢者の生きがいづくりや活力向上等に向け
た活動を行っている団体です。

【活動内容】 町内の学校、高齢者施設、公民館等を訪問さ
れ、ハープ演奏を披露する活動を行っている団体です。



7  Vol.98  November Vol.98  November  6

～秘密は必ず守ります～～秘密は必ず守ります～

弁護士による無料法律相談　13：00～16：00

心配ごと相談　13：30～16：00

※万が一、落丁、乱丁などの不良品がございましたら、事務局までご連絡ください。

　法律問題でお悩みの方を対象に、弁護士による無料
法律相談を行っています。１回８名の方まで相談を受け
付けております。
たとえば…　◆遺言・相続について……　
　　　　　　◆消費者トラブルについて……
　　　　　　◆結婚・離婚について……　
　　　　　　◆近隣とのトラブルについて…
　　　　　　◆財産管理について……など、
　　　　　　お気軽にご相談ください。

　11月30日（木）永平寺老人福祉センター「永寿苑」
　　　　　　　　 担当弁護士：土橋　伸吾 氏

　12月14日（木）永平寺町やすらぎの郷
　　　　　　　　 担当弁護士：岩本　雄太 氏
平成30年1月25日（木）松岡福祉総合センター「翠荘」
　　　　　　　　 担当弁護士：端　将一郎 氏

　どこに相談したらよいかわからない時、また誰かに話
したいけれども話しにくい時に、安心して相談できる場
所です。専門的解決を要する内容には、より適切な相談
窓口やサービスの申込先を紹介しています。相談員は、
民生・児童委員等で、相談内容についての秘密は厳守い
たします。

12月 7日（木）松岡福祉総合センター「翠荘」　　

12月14日（木）永平寺老人福祉センター「永寿苑」

12月21日（木）永平寺町やすらぎの郷

平成29年9月22日、10月1日～10月31日

寄  附  御  礼寄  附  御  礼

鈴木　勲 様
匿名 様
南川　三千浩 様
齊藤　勝 様
福井県年金受給者協会 松岡支部 様

栗住波
匿住所
栃原
山王

上志比デイサービス事業
ホームヘルプ事業
小規模多機能型居宅介護事業
上志比デイサービス事業
松岡デイサービス事業 

10月26日

10月26日

9月22日

10月16日

10月17日

氏　　　名　　　　　　　         （住  所） 金額（品名） 受入区分受領日

寄
附
金

物

　品

¥100,000
¥54,321

米1袋
米1袋
ティッシュペーパー、タオル

　次の皆様から、社会福祉のためにたくさんの「まごころ」が寄せられました。　
深くお礼申し上げます。
　皆様からいただいた寄附金・寄贈品は、寄附されました方の希望される使途を尊重
させていただきますとともに、社会福祉のため有効に活用させていただきます。

ひとりで悩んでいないですか？
※下記の指定相談日以外にも、日々の相談につ
　いて社協職員が承っておりますので、最寄り
　の社協事務所へお問い合わせください。

地域包括支援センター ☎0776-61-6166

※お一人様の相談時間は20分程度となります。
※事前に電話予約が必要となります。

お問い合わせは

実施期間／平成29年12月7日（木）～平成30年2月22日（木）までの木曜日（全10回）
時　　間／13時30分～15時まで
場　　所／谷ふれあい会館 （永平寺町上浄法寺10-111）
対　　象／永平寺町内在住の65歳以上の男女
定　　員／先着25名様
注　　意／次に該当する方は参加をご遠慮ください。

★要介護認定を受けている方　★医師から運動の制限をされている方
内　　容／認知症の話や音楽、体操や調理などメニューが盛りだくさん。
持 ち 物／飲みもの、めがね（必要な方）
申込締切／11月30日（木）
　　　　（定員になり次第締め切らさせていただきます） 

「脳いきいき教室」参加者募集!「脳いきいき教室」参加者募集!認知症
予防教室

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

栄養・献立の話

お口の健康

唱歌

http://www.eiheijishakyo.jp/

☎ 64－3000

☎ 63－3868

☎ 61－0111

☎ 63－2233

FAX 64－3103

FAX 63－3869

FAX 61－1797

FAX 63－4433

〒910-1313
永平寺町石上27－27（永平寺町やすらぎの郷内）

〒910-1217
永平寺町飯島6－34（永平寺老人福祉センター内）

〒910-1127
永平寺町松岡吉野堺15－44（松岡福祉総合センター内）

永平寺事務所

松 岡 事 務 所
〒910-1201
永平寺町鳴鹿山鹿22－39ほ っ こ り

永平寺町社会福祉協議会永平寺町社会福祉協議会ほほえみあふれる 福祉のまちづくり

永平寺町
社会福祉協議会

☎0776-64-3000

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

募集期間：12月1日～12月31日みんなで支えよう！

あたたかい地域づくり
歳末たすけあい募金

社会福祉法人 福井県共同募金会  永平寺町共同募金委員会
永平寺町石上27-27（永平寺町やすらぎの郷内）

永平寺町に住むすべての人々が笑顔になれますよう。
募金額は一世帯当たり500円を目安にしています。
新たな年を迎える時期に、皆様のご協力をお願いします。

"笑顔〟は、人も自分も
幸せにします。

永平寺町に"笑顔〟の花を
咲かせるために…

2，500，000円
永平寺町の募金目標額
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大本山永平寺於　街頭募金大本山永平寺於　街頭募金

参
加
費
無
料

動きやすい服装で
お越し下さい。

●ひとり暮らし高齢者への
　歳末おせち料理配食事業

648，000円

●在宅重度障害者等、
　生活困窮者世帯への
　支援金配分

287，000円

●母子父子家庭児童への
　図書券配布

432，000円

●ひとり暮らし高齢者のつどい、
　会食サービス

583，000円

●家屋漏電事業のために

240，000円

●運動にかかる
　事務費のために

150，000円

●歳末激励施設訪問

160，000円

皆さまの善意のご協力をお願いします。

お問い合わせお申し込みは



社会福祉法人 永平寺町社会福祉協議会 法人運営課
〒910-1313　福井県吉田郡永平寺町石上27-27　永平寺町やすらぎの郷内

社会福祉法人 永平寺町社会福祉協議会社会福祉法人 永平寺町社会福祉協議会

書類提出先及び問い合わせ先

　本年度は、デイサービスセンターなどの介護保険事業所での介護業務と障害者計画相談等に関する業務従事者
の募集となりますが、将来的にはキャリアパス制度による当会全般の業務従事も可能です。

次のⅠからⅢすべてに該当する方
　Ⅰ 昭和53年4月2日以降に生まれた方
　Ⅱ 平成30年4月1日より勤務可能な方
　Ⅲ 自動車普通免許を保有する方
　　 （オートマティック車限定も可）

職員募集要項に記載の所定の提出書類を下記受付期間内に簡易書留にて
郵送していただくか、ご持参ください。

　（１）職員採用試験申込書の請求方法
　　　　ア　直接窓口に取りに来る場合：窓口で直接お渡しします。
　　　　イ　郵送で請求する場合：封筒に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、返信用封筒（規   
　　　　　　格：角2号）に140円切手を貼り宛先を記入したものを同封してください。
　　　　ウ　ホームページからダウンロードする場合
　　　　　　職員採用試験申込書は両面印刷としてください。

　（２）提出書類受付期間
　　　　平成29年11月20日（月）～平成29年12月8日（金）（土・日・祝日は除く）
　　　　※窓口受付時間：各日8：30～17：30
　　　　※受付期間を過ぎた場合は、理由のいかんを問わず受理できません。

☎0７７６-６４-３０００

※介護福祉士有資格者を優先としますが、当会職員として採用された後に資格取得する意思のある方でも応募することができます。

募集職（職種） 職　務　の　概　要 必要保有資格等募集人数

総合職（介護職員） 若干名 ※介護福祉士介護保険事業所での生活指導業務、介護業務、送迎業務等。

総合職（専 門 員） 若干名 実務経験有障害者計画相談、自立支援に関する業務等。

平成30年度採用予定の永平寺町社会福祉協議会職員募集にあたり、採用候補者試験を実施します！

１ 募集内容

4 応募方法

2 応募資格 3 選考方法
⑴ 試験日時：平成29年12月16日（土）9：00～
⑵ 試験会場：永平寺町やすらぎの郷　
　 　　　　 福井県吉田郡永平寺町石上27-27 
　 　　　　 TEL0776-64-3000
⑶ 試験内容：小論文及び口述試験

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで


