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第 119 号
～お弁当にまごころ 一言添えて～

ふれあい
にっこり弁当

２１

日（火）、日高川交流

年度

２７

４月

セ ン タ ー に て 、『 平 成

ボランティア研修会』が実施

善意の預託

四月一日から四月三十日まで

にご寄付いただいた方を、御礼

を込めてご紹介させていただ

きます。（順不同）

様（玄子）

され、
「配食サービス事業につ

修一

様（堺市）

１３(土) ふれあいにっこり弁当（美山支所）

いて」をテーマに高野町社協

原

泰宣

様（西原）

○満中陰志・香典返し

白馬

学

事務局長の上西輝勇さんに講

高野町では後継者や担い手

太田

演していただきました。

が少ないという課題を抱えて

１１(木) 喫茶サロン「そうがわ茶屋」

様（船津）

１０(水) ふれあいにっこり弁当（川辺本所・中津支所）

吉秋

９(火) 心配ごと相談（川辺本所）

上田

４(木) ふれあいにっこり弁当（美山支所）

いる中、管理栄養士が献立を

３(水) ふれあいにっこり弁当（川辺本所・中津支所）

立てたお弁当を毎回ボランテ

の行事予定

ィアが配食しています。配食

の際は安否確認のため、一声

かけることと、希望があれば

買い物支援として日用品等の

配達を一緒に行っており、一

人ひとりがまごころを込めた

サービスを心掛けているな

ど、示唆に富んだ講演内容で、

大変有意義な研修会となりま

した。

社会福祉協議会では、配食サービスを実施しています。
旬の素材を使用し、おいしいお弁当をお届けできるよう食材の
提供をお願いします。どのような食材でも結構です。最寄りの事
務所まで持ってきていただければ幸いです。

御 礼

配食サービスの食材等として、多くの方から、お米、ひじき、
パセリ、うすいえんどうをいただきました。紙面を通じて厚く御
礼申し上げます。

第 119 号

１５(月) 喫茶サロン「はな広場」
山本

森口

利守

一徳

豊

様（江川）

様（愛川）

様（大滝川）

松本

下旬 福祉委員会（川辺・中津・美山）※予定

様（初湯川）

２５(木) ふれあいにっこり弁当（美山支所）

博美

２４(水) ふれあいにっこり弁当（川辺本所・中津支所）

川合

２３(火) 心配ごと相談（美山支所）

ありがとうございました。

２０(土) 喫茶サロン「あぜみち」

皆さまから寄せられた善意のご寄

１８(木) ふれあいにっこり弁当（美山支所）

付は、地域福祉活動の財源として

１７(水) ふれあいにっこり弁当（川辺本所・中津支所）

有効に活用させていただいていま

１６(火) 人権・登記・心配ごと相談（中津支所）※法務局来所

す。

喫茶サロン「ふたば」
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時
平成
２７

年７月７日（火）

午後１時～４時

所 社会福祉協議会

弁護士による法律相談
を開設します

日

場
川辺本所「相談室」

分までとさせていただ

２２‐５４２４（川辺本所）

金 無 料

連絡先

料

※相談は １人

きます。予約制のため、相談ごとの

ある方は、社会福祉協議会川辺本所

までご連絡下さい。

定数になり次第締め

切らせていただきま

すので、ご了承下さ

い。

「さかゑ屋旅館」
（寒川）
「旧たちばな保育所」（三佐）
「和佐児童館」
（和佐）
「老人憩いの家 望月荘」
（坂野川）

６月の喫茶サロンは…

○そうが わ茶屋
○はな広 場
○ふたば
○あぜみ ち
日開催
日開催
日開催
日開催

２２‐５４２４
５４‐１００７
５６‐０３９５

開催日は右記のとおりですが、都合により変更・中止する場合がござい
ますので、ご了承下さい。
★お問い合わせ

社会福祉協議会
川辺本所
中津支所
美山支所

２０ １５ １５ １１

３０

「地域たすけあいサービス」の

協力員を随時募集しています！
部屋の掃除や庭の草引き等、高齢になると今まで簡単にできていたことが
加齢により出来にくくなります。
日高川町社会福祉協議会では、町内に子供や親戚等がいない場合、いる場
合でも援助を求めることが困難な６５才以上の一人暮らし世帯、あるいは老
夫婦世帯等を対象にした「地域たすけあいサービス」を実施しています。
まだまだ元気に働ける方や、定年を迎えても今まで培った技能・技術を
使って地域社会に貢献したり身体を動かすことに喜びを感じられる方など
是非協力員として登録して下さい。町内に住む方なら誰でも登録できま
す。誰もが住み慣れた地域でいつまでも暮せるよう、お手伝い下さい。
◇ 活動料金 ５００円～（３０分当たり）

日高川町社会福祉協議会１０年の歩み
今年の５月２日で、日高川町社会福祉協議会は１１年目を迎えました。
平成１７年５月２日
川辺、中津、美山の３つの社協が合併し、日高
川町社会福祉協議会が誕生。
初代会長に玉置藤次氏就任

平成１９年４月１日
井原康夫氏が会長に就任
平成２１年２月７日
日本財団福祉車両整備事業より助成決定
（ヘルパー車１台寄贈）

平成２1 年４月１日

平成２３年９月１０日～１０月１０日
台風１２号の被害に対し、被災者支援として
日高川町災害ボランティアセンターを設置。
○ 開設日数
31 日
○ ニーズ総数
192 件
○ ボランティア活動人数 2,528 人

平成２３年１１月
壊滅的被害を受けた社協中津支所の
事務所を役場中津支所３階に移転

平成２４年１月３０日
県社協および県内の市町村福祉協議会に
よる災害時の相互援助協定締結

山下勝氏が会長に就任

善意銀行から被災者世帯への見舞金を
お渡しする。
○ 住家被災 338 件
○ 人的被災

3 件

13,630,000 円
600,000 円

平成２5 年１月 9 日
日高川町と日高川町社会福祉協議会
が災害ボランティアセンターの設置
に関する協定を締結

平成２６年４月１日
訪問介護事業開始（美山地区）
地域たすけあいサービス事業開始

平成２４年 2 月 8 日
平成２3 年４月１日
赤松高行氏が会長に就任

日本財団福祉車両整備事業より助成決定
（車いす対応車寄贈）

平成２４年９月４日
和歌山県生命保険協会より福祉巡回車両
寄贈（軽自動車）

平成２６年４月８日
善意銀行より日高川町に霊柩車
寄贈（中津美山斎場配置）

平成２７年４月１日
林保行氏が会長に就任

