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ボランティアまつり 2016
出会い ふれ愛 心の絆
市内でボランティア活動している個人・グループが、日頃の活
動を披露します。

11月13日（日）午前10時00分

日

時

場

所 アイアイ鯖江・健康福祉センター

空くじなしの抽選会
スタンプラリー
模擬店もあるよ！

入 場 料 無料
内
容

ボランティアグループ展示・体験コーナー
ボランティアグループステージ発表
吉川太鼓・惜陰小学校吹奏楽部

カレーライスの無料配布
ボランティア川柳表彰
お餅つき etc

地震体験できます

の参加
たくさんの方
ます︒
お待ちしてい

災害が起きたときのボランティ
ア活動の窓口である「災害ボラン
ティアセンター連絡会」
コーナー

人形劇

！
！

ほんわかシアターによる「かあちゃんだぁーいすき‼」と「パ
チパチポン！＆ねえねえなあにこれなあに？」を上演します。

日

時

12月10日（土）午前10時30分開演

（公演時間60分）
※開場は15分前
場
お問合せ先
社会福祉法人

鯖江市社会福祉協議会
TEL ５１‐００９１

所 アイアイ鯖江

チケット

多目的ホール

一人500円
（4歳以上）
先着80枚

11月１日より前売券販売開始

※鯖江市社会福祉協議会で販売します。

今月の
サロン

住１おしゃべり会
会場 住吉町１丁目公民館

私たち住１おしゃべり会は、毎月第 3 火曜日 13 時から 15 時まで活動しているサロンです。男性
と女性合わせて 17 名程で楽しいひと時を過ごしています。
健康と関連した歌や音楽、軽体操などは皆さん喜ばれ、特に山本先生は大好評です。
毎回「楽しかった。」という声が聞かれると、サロン代表としてはやりがいを感じる時でもあります。
笑顔と明るい顔で帰って行かれる姿を見ること、その日１日楽しく過ごせるように気くばりする事を
大切にしてサロン運営に取り組んでいます。

交流研修会 In 鯖江
〜可児市ボランティア連絡協議会〜
8 月 18 日 ( 木 ) 鯖江市福祉ボランティア連絡協議会との交流会のため、
岐阜県にあります可児市ボランティア連絡協議会から 29 名の方が、来所
されました。
今回の交流会は、平成 27 年度に鯖江市福祉ボランティア連絡協議会
が研修に行った縁で実現しました。
当日は「鯖江市やんしき保存協会」によるやんしき踊りから始まり、それ
ぞれのボランティア活動についての発表や、グループワークを行いました。
グループワークではボランティア活動のへの思い、意気込み、悩みなどに
ついて様々な意見が飛び交い、予定の時間を大幅に過ぎてしまうほど熱中
していました。

交流会の記念に
手作り箸袋と越前塗箸
をプレゼント
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鯖江市障害者生活支援センター
鯖江市障害者生活支援センターでは、障がいのある方やご家族等から、生活等に関してお困りの事
などをご相談いただき、よりよい地域生活を送るためにはどうしたらよいか一緒に考え、必要に応じ
て支援を行い、安心した地域生活が送れるようサポートしていきます。相談には、相談支援専門員が
対応し、ご相談の内容は秘密厳守致します。

主な事業内容

1
在宅福祉サービス
等の利用を支援
安心して自宅での生活を
送るために、福祉サービス
情報の提供や助言を行いま
す。また介護相談などを行
います。

2
社会資源を利用
するための支援
いつまでも住みなれた地
域で生活するために必要な
福祉サービス、福祉機器な
どの情報をお伝えします。

3
社会生活を
高めるための支援
障がいのある方が社会資
源を積極的に活用して、よ
りよい生活を送り、社会参
加ができるように支援しま
す。
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6

ピアカウンセリング
同じ障がいをもった人で
なければ分からない悩みや
問題を障がいのある人同志
が共に考え、自らの経験を
もとに助言します。

5
権利擁護のために
必要な援助
判断能力が不十分な方
が、その人らしく生活を続
けられるよう、サービス利
用の助言をしたり、手続き
のお手伝いをします。

専門機関の紹介
・連携
対象者のニーズに応じ、
県総合福祉相談所、就労支
援施設、職業安定所、医療
機関および健康福祉セン
ター等の専門機関の紹介や
情報交換を行います。

★対象者
鯖江市にお住いの生活支援を必要とする
障がいのある方およびそのご家族の方
鯖江市障害者生活支援センター
場
所
開設時間
連 絡 先
担
当

3

鯖江市神明町 5 丁目 5 番 37 号 デイサービスセンターなかま内
月曜〜金曜日 午前 8 時 30 分〜午後 5 時まで
TEL：0778-51-1839
千秋 安達 西野 田中

相談日

項目

無料法律相談
13：30 〜 16：30 10/3・17
相談日の１週間前か 11/7・21
ら予約開始
心配ごと相談
13：30 〜 15：00
結婚情報センター
結婚相談
19：00 〜 21：00

相談内容
法律に関する相談

10/11・25
福祉に関する相談
11/8・22
10/5・19
11/2・16

結婚に関する相談

ボランティアサロン 10/1・15
13：30 〜 15：30 11/5・19

ボランティアに関
する相談

高齢者向け
毎週
囲碁・将棋
土曜日
13：00 〜 16：00

自由に集い、生き
がい・仲間づくり
の場

ご寄付をいただきありがとうございます

社会福祉協議会への寄付は税法上の優遇措置があります

受領日

寄付者

8月4日
8月5日

加 藤
佐々木

8月8日

匿

8 月 26 日

砂

金額・物品

忠
久美子

様
様

名
畑

栄美男

30,000 円
オムツ ×4 個
石鹸 ×18 個

様

尿とりパット ×２個
おしりふき ×１０個
タオル ×４３枚

悲田院 №44

〜もう親を捨てるしかない〜

現在、日本は高齢化社会に突入しているので、福祉活動として
は、障がい者とともに高齢要介護者の支援が重要な関心事と
なっている。
今年、島田裕已氏が「もう親を捨てるしかない」と言う本を出
版して、世間に衝撃を与えた。
その本は、昨年、埼玉県の介護に
疲れた 47 歳の女性が、両親を乗せた軽自動車で利根川に
突っ込んで一家心中を図ったけれども、死亡したのは両親のみ
で、運転していた女性は助かったしという事件である。
島田氏はこのようなことが起こるのは、政府の介護政策が、子
供に親の介護を押し付けているからだとし、介護には、手間、時
間、金だけではなく精神的負担が重くのしかかるので、親の介護
に全てをささげる親孝行な子供に
「親殺し」が起るのだとして、孝
行な子こそ親を殺す「介護殺人」が今後益々増加するとし、この
ような現象が起きるのは、日本人が長生きし過るからで、子供は
自分の仕事や生活を犠牲にして親の介護を優先させるべきで
はなく、「親は捨てるべきもの」
「親はとっとと死ぬしかない」と結
論付けるのである。

１８３９
℡ ５１ ‐
鳥羽事業所での相談など

℡ ５１ ‐
００９１
アイアイ鯖江での相談など

各相談の日程

項目

相談日

受付時間

たくみ会
10/27
（発達の悩み相談会）

就学児
16：00 〜 18：00

11/24

未就学児
15：00 〜 18：00

障がいのある児童が
いる保護者のための
相談・交流の場

ピアカウンセリング
同じ障がいのある方がカウンセ
ラーとなり社会生活上での心構
えなどの個別相談

相談日時・場所
は、希望に応じ
て調整

どの相談も秘密厳守です。
第 7 回歳末たすけあい
チャリティーオークション出品作品募集
市内有志の皆さんが制作された「書」「工芸」「絵画」
「写真」「手芸品」などを募集しています。
収益は社会福祉事業に寄付します。
○募集期間 11 月 26 日（土）〜 12 月 3 日（土）
○搬入場所 アイアイ鯖江・健康福祉センター
＜共催＞鯖江市文化協議会、鯖江市社会福祉協議会、
北陸電力㈱丹南支社、鯖江チャリティーオークションの会
＜協賛＞鯖江市老人クラブ連合会
＜後援＞鯖江市、㈱福井新聞社 FBC 福井放送
丹南ケーブルテレビ

彼の議論の判断基準は損得で、それを達成するのが合理化
で、合理化は正義であると考えるらしい。彼からすると高齢者が
さっさと死ぬのは合理化と云う事になる。そこには人間の心も、
人間のあるべき姿も存在する余地はなく、彼としてはそれこそが
論理の純粋性の指標なのかもしれない。
戦後日本人は、個人主義が正しいと教えられて来ており、
かなりの日本人が利己主義と思い違えており、島田氏は、自分は
優秀で、存在は社会的に意味があるが、高齢者は無用の存在だ
から、死ぬのが当然だとする彼の思想は、あの人種は劣っている
から抹殺するのが当然だとした、ホロコースト思想と言わざるを
得ない。
理屈には正しい理屈と間違った理屈（屁理屈）とがある。知恵
には正しい知恵と悪知恵がある。島田氏は女子大学で教えてい
たらしいが、こんな教育を受けて育った女性がどんな母親にな
るのかを考えると鳥肌立つ思いに駆られざるを得ない。合理化
と称して、世界に害毒を流す彼のような人間は、居ない方が望ま
しく、少なくとも女子大の教員としては不適格で、排除するのが望
ましいと言う議論が彼の論理を使うならば成り立つことに、彼は
気付いて居ないのであろう。
（Ｔ．
Ｙ．
Ｓ）

▶社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会 〒916-0022 鯖江市水落町 2 丁目 30 番 1 号 アイアイ鯖江・健康福祉センター内
▶TEL（代）0778-51-0091 FAX0778-51-8079
総務課
地域福祉・総務係 / 在宅介護支援係 / 鯖江市ボランティアセンター
介護保険課
居宅介護支援事業所 / ホームヘルプサービスセンター / 神明地区地域包括支援サブセンター
デイサービスセンター / 訪問入浴サービスセンター
鯖江市共同募金委員会
▶鳥羽事業所 〒916-0017 鯖江市神明町 5 丁目 5 番 37 号 ▶TEL0778-51-1839 FAX0778-51-8805
デイサービスセンターなかま 放課後等デイサービスセンター・日中一時支援
鯖江市高齢者・障害者日常生活自立支援センター 鯖江市障害者生活支援センター
▶ふれあいの家 〒916-1105 鯖江市吉谷町 23-11
認知症対応型通所介護事業所

▶TEL0778-77-0023

FAX0778-77-0023
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平成28年度共同募金運動

実施期間：10月1日〜12月31日

赤い羽根共同募金

平成 27 年度実績報告
昨 年、市 民 の 皆 さ ま か ら 寄 せ ら れ た 募 金 は 8,911,955 円 で、こ のう ち 鯖 江 市 に は
5,358,000 円が身近な地域福祉事業や、公募団体（中河てのひらサークル）へ助成されました。
また、広域助成（県全域への助成）として 2,703,000 円が県内のボランティア・NPO・各
福祉団体への助成、また災害が発生した場合の被災地支援や災害ボランティア活動を支援する
災害等準備金として積み立てられ、850,955 円が共同募金運動の事務費として使われます。
各事業の詳細は、http://akaihane-fukui.jp にて公開しております。

主な広域助成先

( 活動が県内全域に及ぶ事業への助成 )

・認知症の理解と支援に関する活動…………公益社団法人 認知症の人と家族の会福井県支部
・バリアフリーチェック………………………自立生活センター Com-Support Project
・不登校生の学びを促進するための事業……フリースクール「みんなの広場」
・摂食障害の回復に向けた家族対応…………摂食障害家族の会 こぶしの会
・被害者支援の相談員養成講座………………公益社団法人 福井被害者支援センター
等 36 事業

平成27年度（鯖江市で）助成を受けた
団体からの「ありがとうメッセージ」
子どもの健やかな発達を支援するための事業

のぞみ保育園
いただいた助成金でワンタッチサッカーゴールを購入し
ました。エアー式なので子どもたちの身体への危険性がな
く、楽しく遊んでいます。ボールに親しむ遊びの幅を広げ
ることもでき、大いに活用して室内での体力作りに努めて
いきたいと思います。ありがとうございました。
ハーモニカによる心の安らぎを提供する事業

ハーモニカバンド NARO

演奏曲のひろがりは皆さまによろこんでもらえます。奏
する側にも励みとなり、ボランティア活動に熱が入ります。
ありがとうございました。

自殺予防啓発事業

ゲートキーパー
ザ・かーちゃんズ
平成 24 年度にゲートキーパー養成講座修了生の有志
で結成し、 自殺者を減らしたい という思いで自主活
動に取り組んできました。今回助成をいただき音響設備
を充実することが出来ましたので、活動の幅をひろげて
いきたいと思います。ありがとうございました。
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〜あなたの募金は、あなたの町へ。〜

平成28年度共同募金運動

実施期間：10月1日〜12月31日

平成 28年度

福井県共同募金会
鯖江市共同募金委員会

募金方法

共同募金運動は 2016 年で 70 回目の運動を迎えます。
皆さまのあたたかいご支援に厚くお礼申し上げます。
今年も 10 月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。この募
金は身近な福祉活動に役立てられます。
「あなたの募金はあなたのま
ちへ」皆さんのご協力をお願いいたします。

鯖江市の募金目標額は

◆戸別募金◆
区長さんを通じて
各ご家庭にご協力を
お願いしています。

◆街頭募金◆
10 月１日に市内
量販店の店頭にて
募金へのご協力を
呼びかけます。

◆職域募金◆
企業の従業員の方や
市役所など職域によ
る募金のご協力をお
願いしています。

◆学校募金◆
小中学校へ募金を依
頼し、児童・生徒の
みなさんにご協力を
お願いしています。

9,400,000 円です。

公募団体の支援に
視覚障がい者に向けて文字資料を音訳して届け支援する事業
音訳ボランティアくさぶえ

視覚障がいがある方に対し広報さばえや社協だよりを読み録
音しテープに編集して届けていますが、文章の読み方や図表、
写真説明の仕方など全国共通の基準に従い正確でわかりやすい
音訳をするため勉強会を開催します。

「民謡」で元気な毎日をすごしましょう！
鯖江越中おわらを楽しむ会
演舞のレパートリーを増やして会員の技術向上を図り、福祉施
設・高齢者の方々の集まり・サロン・地域のイベントなどに出
向き楽しんでいただけるようにします。

点訳の為のパソコン整備事業
中河てのひらサークル

点訳に必要なパソコンと点字システムを購入し、目の不自由
な方に鯖江市の広報紙などを送付します。

おもちゃ病院子育てサポート事業
さばえ子育てサポートおもちゃ病院

壊れたおもちゃの診察や治療を行うボランティアを行ってい
ますが、子育て支援で世代間交流の場としても活動しています。
木育を兼ねて木の積み木を購入し今後の活動に役立てていきま
す。

〒916-0022
鯖江市水落町2-30-1
アイアイ鯖江・健康福祉センター
鯖江市社会福祉協議会内
TEL 51-0091 FAX 51-8079
http://akaihane-fukui.jp

◆大口募金◆
地区社協のご協力によ
り、運動に賛同してい
ただいた企業、団体、
個人に募金をお願いし
ています。
◆その他の募金◆
量販店や施設に募金箱を
設置し、募金のご協力を
お願いしています。

この募金の
つかいみちは…？

身近な地域福祉のために
＊高齢者のために
◎孤独感の解消やとじこもりを防ぐための「ひとり暮らし
高齢者のつどい」を開催します。
◎長寿をお祝いして、喜寿（７７歳）を迎えられた方に記
念品を贈呈します。

＊障がいを持たれた方のために
◎障がい者団体・グループの活動を応援します。
◎スポーツやゲームを通して障がいのある方と市民、ボラ
ンティアとの交流会を支援します。

＊子どもたち・ひとり親家庭の方のために
◎元気・安全に子どもたちが遊べるよう、各町内にある児
童遊園遊具の点検・整備を行うためのペンキ・刷毛を配布
します。
◎日頃の忙しさの中で、触れあうことの少なくなりがちなひ
とり親家庭の交流の場づくりを支援します。

＊地域福祉のために
◎イベントなどを通じて男女の出会いのきっかけづくりを応
援し、婚活を応援します。
◎万が一災害が起こった際のボランティア活動を円滑に進め
るため、連絡会を開催します。

共同募金の寄付金は
災害時にも役立っています。

共同募金会では、災害時に被災地でのボラン
ティア活動を支援するため、赤い羽根共同募
金の３％を『災害等準備金」として積み立て
ています。

〜あなたの募金は、あなたの町へ。〜
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