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～福祉委員情報紙～

（坂井市社会福祉協議会）

わが高椋中部地区は 30 地区、35 名の福祉委員で
地域の見回りを続けています。公民館ふれあい
まつりの焼きそば出店、
「高齢者ふれあいサロン」を開催し、高齢者の方たちの
生きがいづくりに少しでもお役に立てばと思い４年続けております。

ある日の様子

サロン参加者の方たちには生きがいを求め、回数を重ねる毎にリピーターの
方が増え、どの参加者の方も和気あいあいと元気な顔を見せてくれます。
欠かさず参加される方がお友達を誘い、出し物も落語ありバラエティトーク
ありと運営は考慮しておりますがお陰様で、参加者の間で会場の雰囲気まで自分たちの感覚で構成していた
だけるところまでになりました。
今回は入所施設の仲間がこぞって参加され「来年もあるんか」と期待され昔を思い出し懐かしがって制約
された 2 時間たらずではありますが元気を取り戻しお帰りの際に「ありがとの」、
「また呼んでや」と声を掛
けて帰られる方も町内でも顔見知りになり「農協のあんちゃん」とまで言われます。30 名、50 名と参加者
が増えお互いに「かたかったんか」の合言葉はいつ聞いても気持ちの良いものです。軽食も喜んでいただき、
楽しかった、美味しかったと声を返していただけるときが福祉委員をやってて良かったと一番感じるときで
あります。これからは、地区ブロックを小さくしてもっと気軽にいつでも楽しめるようなサロンを考え、今
後の高齢者社会の問題点も勉強し、さらなる研鑽をおさめ地域のお役にたてれば幸と考えます。

福祉委員 浦

坂井町下兵庫の「たんぽぽ会」というサロンを紹介し
ます。このサロンは高齢者が、自分たちで作り、企画を
考え楽しんでいます。始めたのは、10 年位前で、月 2
回、午前 9 時頃から午後 4 時頃まで。お昼は持ち寄っ
た物で作ったり、弁当をとったり。脳トレ、カラオケ、
います。
代表 2 名が毎週木曜日、社協さかい支部で実施してい
る「おいでの会」に参加し、そこで得たことをもとにい
きいきサロンで活用し、仲間と共有し合っています。
他、資金集めとして「さかい夏まつりかかしコンテス
ト」に出展しています。（このかかしつくりは男性陣が
大活躍だそうです。）
サロンの場所を提供してくれている地区への感謝と
して、毎年、年末の大掃除、障子はり、外の草取りなど
のボランティア活動もしているそうです。
サロン助成金の会計報告も８８歳の代表者の方が社
協へ提出しているそうです。素敵でしょ!!
福祉委員 M.Ｓ（三国町）

ここで一言

折り紙、情報交換、雑談、ゲームなど、楽しく活動して

ご近所 でなに かある と 自分 の事のよ うに 心 配 し てくれる 人も少な くな
り、逆に福 祉的 な 問題 が多 様化 し 増してき ていま す 。出来 る 事を、 出来
る時に、出 来 る仲 間 と手づ くり 昼 食 を楽し む 介護 予防 を目的 とした 男女
半々のふれあいサロンを始めました。
「どうしてこんなことをしてもらわ
なあかんの 」と言 っていら っしゃ った 方が 今では ご 夫婦 で参 加 され てい
ます 。
また 、
「寄せてもらった、楽しみに待っているんや」ほほと笑う声、よ
うこそ 、よ うこそ 、気をつ けて 上 がってね …。声 をかけ 合い 、助け 合う
光景 、継続 こそが 第一 の活 動 が地 域力 につ ながり 、仲間 の中 から 民 生委
員さん、そして、福祉委員が委嘱され、仲間とともに活躍しています。
公民館 まつ りにも １７ 地区 の福祉 委員 がバ ザーの 値付 け、ス タッフ の 食
事づくりなど、一つの事を協力して行う事で、福祉委員の PR
と親睦を
深めること も 出来 ておりま す 。リ ーダーの 役割 は 任期 を超え て 見え てく
るものもあります。
福祉委員 中嶋 圭子 （春江町中部地区）

聞いてきたざ～

利勝（丸岡町高椋中部地区）

平成

年
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日から、第５期の福祉委員活動がスタートします。

１

．「福祉委員」の役割って？

▼「福祉委員」になったことをきっかけ
に、一般の区民より少しでもアンテナを
高く、今まで以上に区に関心を持っても
らえたらいいなと思っています。
そのうちに、地域の人たちに福祉委員と
いうことを知ってもらい、なんでも話し
てもらえる身近な相談相手になれるの
ではないでしょうか。
まずは、地域の行事に積極的に参加する
のも大切ですよね。

．新福祉委員さんに伝えたいことは？

▼「福祉委員」だけですべての事を解決する
というのはなかなか難しい。自分自身がいざ
というときに、地域の民生委員さんや区長さ
んに相談できるように、福祉委員と民生委員
の顔合わせを定期的にしたり、地域の中での
自分たちのつながりづくりも大切にしていま
す。

．「見守り活動」をする上で
大切にしていることは？

「福祉委員」活動ってどんな活動か、幹事さんに聞いてみましょう。

４

．「福祉委員」をやってきて、
なにかかわったことはありますか？

▼「福祉委員 」になって、最初はとまどう
ことも多いかもしれないが、
地域の活動に積極的に
参加をしていくうちに、
少しずつ「
福祉委員」に
なっていくのではないか
と思う。
まずは一度、「
福祉委員」

編集後記

近年、雪が降 ることが少 なくなって

きていますが 、今シー ズンは特に少な
いため、除雪に苦労し た者にとっては
いささか拍子抜けの感がします。
一方、ロマン を秘めた雪 は子どもた
ちにとって格好の遊び 場ですが、それ
が出来ない今の子ども たちが可哀そう
でなりません。
すでに公園の 片隅にはひ っそりとろ
うばいの黄色いの可憐 な花が見られ、
春の兆しがそこまで感じられます。
今年もあと僅 かになりま したが 、た
くさんの方々の温かい 心遣いにより年
度末を迎えられたこと を深く感謝申し
上げます。

福祉委員 北 恵一
（坂井町東十郷地区）

掲載等のお問い合わせは

26

▼近所に救急車が来た音がしたときに、
なにかあったのか気になるようになり
ました。
▼「福祉委員」になってみて、困りごと
を抱えていたり、話しを聞いてほしい人
は、一人暮らし高齢者や障がい者だけで
はないんだと実感しました。

に挑戦してみましょう。

http://www.sakaicityshakyo.jp/

Tel ６８－５０７０
Fax ６７―２８０７
みくに支部
Tel ８２－１１７０
Fax ８２―１５９３
まるおか支部 Tel ６８ー５０６０
Fax ６７―２９５０
はるえ支部
Tel ５１－４５４５
※「なんかやってま～す」は、ホームページでも掲載しています。
Fax ５１―６２６９
さかい支部
Tel ６７―０６９９
Fax ６７―２８０７
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